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しているのですか？
174	 Q.06　町ではどのような仕事を民間事業者などに委託

しているのですか？
177	 Q.07　ふるさとづくり寄付の状況はどのようになってい

ますか？
178	 Q.08　デマンドバス「にこっとBUS」の状況はどのよう

になっていますか？
179	 Q.09　人件費の概要はどのようになっていますか？
181	 Q.10　各種施設の維持管理経費はどの程度かかってい

るのですか？
182	 Q.11　ごみの処理経費などはどうなっていますか？
183	 Q.12　子どもたちの教育にはどのくらいのお金がかかっ

ていますか？
184	 Q.13　ニセコ町の人口（外国人）推移はどうなっていま

すか？
187	 Q.14　平成29年度にはどのくらいのお金が使われたの

ですか？（町の決算）

資料編 付属資料

188	 ごみの分別と捨て方
190	 ニセコ町まちづくり基本条例
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平成31年度は、まちづくりの指針となる第５次ニセコ町総合計画の基本理念のもと、これまで培ってきたまちづ
くりの基盤をさらに充実させるとともに、「自治創生」への継続的な取組、昨年６月に全国29の自治体の一つとし
て国から選定された「SDGs未来都市計画」及び「環境モデル都市アクションプラン」を町政推進の根底に据え、
将来に向けた戦略的な視点と行動力をもって諸施策を進める年として予算編成を行っています。また、本年度も
引き続きこれまでの基本姿勢である「公正、スピード、思いやり」の行動原則を柱に、次代を担う子どもたちへの
投資、子育てしやすい環境の拡充を図り、①資源の循環、②エネルギーの循環、③地域経済の循環と、ニセコ
町が将来に亘って自律していくための３つの循環による「子どもの笑顔が輝く元気なニセコ」づくりに努めていき
ます。
その中で予算規模の大きい投資的事業については、これまでと同様、投資的事業の緊急性、財政負担の優
位性等を勘案し、①着手事業の確実な推進・完了　②人口増に伴う喫緊の課題である「子育てと教育施設」
の整備　③安心・安全を支える社会インフラの更新・整備・防災対策　④暮らしやすさの向上・将来の持続的発
展等に向けた整備、との優先順位付けを行い、起債計画及び財政の状況を踏まえながら、中・長期的視点を持
ち、重点的かつ計画的に事務事業を実施していくこととし、予算の編成を行っております。
さて、平成31年度の各会計予算総額は59億9,810万円となりました。前年度と比較すると＋11.1％、５億9,960
万円の増額となる大型予算となっています。主な内容として、防災センター機能を有する役場庁舎の建設、西富
地区町民センターの建設、近藤小学校体育館改修工事を行うほか、災害機能向上の一環として消防ポンプ自
動車を更新します。
主な投資的事業として、公営住宅改善（新有島団地・望羊団地）、町道羊蹄近藤連絡線等の道路整備・舗装
改良、橋りょう長寿命化改修（宮前橋）、また、ソフト面でも、SDGｓ推進事業、環境負荷低減モデル集合住宅補
助などを行うほか、農業では、国営緊急農地再編整備事業が６年目を迎え、期成会による事業予算確保の要請
活動を継続するとともに、国の制度を利用して休耕により夏期に工事を実施する農業者の所得の減少を緩和す
るための支援を引き続き行い、観光においては、ニセコを訪れる観光客の満足度向上のための各種事業の実施、
MICE受入事業を支援するとともに、国が進める外国人観光客の誘致拡大についても積極的に取り組みます。
このほか、主要政策の各般において、町の将来のあり方を見据えた予算執行に努め、財政の健全性を確保し
つつ「ニセコの自治の力」がさらに高まるよう取組を進めます。

ことしの予算の全体像

町の予算額の推移

今年の各会計予算額

一般会計
特別会計
［内訳］
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
簡易水道事業特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計

53億5,000万円
6億4,810万円

2億1,930万円
5,540万円

1億8,130万円
1億8,500万円

710万円

平成31年度予算の
概要を説明します！

〈平成31年度予算の編成スケジュール〉
◆平成２７年度より予算編成作業の見直しに着手(今後、継続して見直し・改善を図っていく)
◆見直し作業による主な変更点
・予算編成作業の早期着手（例年より約１か月早める）→事務事業の見直し検討・関係団体との調整等に要
する時間の確保
・次年度予算の仮試算や予算推移資料等の情報提供→予算に関する現状・課題認識の共有
・投資的事業の優先順位付方針（案）の事前周知→投資事業における課題・重点分野等の方針の確認と相互
理解
・これまでの取組成果を活用した職員提案循環型予算の試行→町予算全体に対する、職員一人ひとりの関わ
りの強化
・予算配分における「重点項目」の拡充・提示→より一層のメリ・ハリのある予算編成

ニセコ町の予算ができるまで
ことしの予算の基本的な考え方

予算の総額は、59億9,810万円
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平成31年度は、まちづくりの指針となる第５次ニセコ町総合計画の基本理念のもと、これまで培ってきたまちづ
くりの基盤をさらに充実させるとともに、「自治創生」への継続的な取組、昨年６月に全国29の自治体の一つとし
て国から選定された「SDGs未来都市計画」及び「環境モデル都市アクションプラン」を町政推進の根底に据え、
将来に向けた戦略的な視点と行動力をもって諸施策を進める年として予算編成を行っています。また、本年度も
引き続きこれまでの基本姿勢である「公正、スピード、思いやり」の行動原則を柱に、次代を担う子どもたちへの
投資、子育てしやすい環境の拡充を図り、①資源の循環、②エネルギーの循環、③地域経済の循環と、ニセコ
町が将来に亘って自律していくための３つの循環による「子どもの笑顔が輝く元気なニセコ」づくりに努めていき
ます。
その中で予算規模の大きい投資的事業については、これまでと同様、投資的事業の緊急性、財政負担の優
位性等を勘案し、①着手事業の確実な推進・完了　②人口増に伴う喫緊の課題である「子育てと教育施設」
の整備　③安心・安全を支える社会インフラの更新・整備・防災対策　④暮らしやすさの向上・将来の持続的発
展等に向けた整備、との優先順位付けを行い、起債計画及び財政の状況を踏まえながら、中・長期的視点を持
ち、重点的かつ計画的に事務事業を実施していくこととし、予算の編成を行っております。
さて、平成31年度の各会計予算総額は59億9,810万円となりました。前年度と比較すると＋11.1％、５億9,960
万円の増額となる大型予算となっています。主な内容として、防災センター機能を有する役場庁舎の建設、西富
地区町民センターの建設、近藤小学校体育館改修工事を行うほか、災害機能向上の一環として消防ポンプ自
動車を更新します。
主な投資的事業として、公営住宅改善（新有島団地・望羊団地）、町道羊蹄近藤連絡線等の道路整備・舗装
改良、橋りょう長寿命化改修（宮前橋）、また、ソフト面でも、SDGｓ推進事業、環境負荷低減モデル集合住宅補
助などを行うほか、農業では、国営緊急農地再編整備事業が６年目を迎え、期成会による事業予算確保の要請
活動を継続するとともに、国の制度を利用して休耕により夏期に工事を実施する農業者の所得の減少を緩和す
るための支援を引き続き行い、観光においては、ニセコを訪れる観光客の満足度向上のための各種事業の実施、
MICE受入事業を支援するとともに、国が進める外国人観光客の誘致拡大についても積極的に取り組みます。
このほか、主要政策の各般において、町の将来のあり方を見据えた予算執行に努め、財政の健全性を確保し
つつ「ニセコの自治の力」がさらに高まるよう取組を進めます。

ことしの予算の全体像

町の予算額の推移

今年の各会計予算額

一般会計
特別会計
［内訳］
国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
簡易水道事業特別会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計

53億5,000万円
6億4,810万円

2億1,930万円
5,540万円

1億8,130万円
1億8,500万円

710万円

平成31年度予算の
概要を説明します！

〈平成31年度予算の編成スケジュール〉
◆平成２７年度より予算編成作業の見直しに着手(今後、継続して見直し・改善を図っていく)
◆見直し作業による主な変更点
・予算編成作業の早期着手（例年より約１か月早める）→事務事業の見直し検討・関係団体との調整等に要
する時間の確保
・次年度予算の仮試算や予算推移資料等の情報提供→予算に関する現状・課題認識の共有
・投資的事業の優先順位付方針（案）の事前周知→投資事業における課題・重点分野等の方針の確認と相互
理解
・これまでの取組成果を活用した職員提案循環型予算の試行→町予算全体に対する、職員一人ひとりの関わ
りの強化
・予算配分における「重点項目」の拡充・提示→より一層のメリ・ハリのある予算編成

ニセコ町の予算ができるまで
ことしの予算の基本的な考え方

予算の総額は、59億9,810万円
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○ニセコ町のこれまでの取組みがSDGs
ニセコ町は2019年6月に、SDGs（※1）の達成に向けた取組み、提案を行う自治体として国から「SDGs
未来都市」（※2）に選定されました。
SDGsとは、持続可能な世界を実現するため、国連で全会一致で採択された国際目標のことです。「貧
困の撲滅」や「クリーンなエネルギー」、「平和と公正」など、2030年までに達成を目指す17の目標が定め
られています。

（※1） SDGs（エスディジーズ）：Sustainable Development Goalsの略、「持続可能な開発（発展）目標」
SDGsとは、2015年9月の国連サミットで全会一致採択された『持続可能な開発のための2030アジェンダ』（行動計画）にて記載された、2016
年から2030年までの国際目標のこと。【「開発」を「発展」に訳し替えすると分かりやすい】
持続可能な世界を実現するための17のゴール（目標）と関連する169のターゲットから構成され、地球上の誰ひとりとして取り残さないことを
誓っています。例えば、最初のゴールは「1 貧困をなくそう」です。
この17のゴールや169のターゲットに示される多様な目標の追求は、実は日々の私たちの暮らしに関連するものであり、ローカルな地域課題の
解決に貢献し、持続可能なまちづくりを推進するものです。

（※2）SDGs未来都市

町では今後も、これまでのまちづくりを更に磨きあげ、
前に進めていきます。その中では「社会」、「環境」、「経済」
の各分野で相乗効果を生み出すような取組みにもチャレ
ンジしていきます。それは、未来の子どもたちに引き継ぐこ
とができる「相互扶助社会」づくり、持続可能なまちづくり
の取組みであり、さらに続けるならば、この取組みそのも
のが、SDGsの目標達成に貢献する取組み、SDGs未来都
市としての取組みでもあると考えています。

○SDGsの２つ特徴、考え方
SDGsの特徴、あるいはSDGsの考えを導入することで
重要な点は２つあるといわれています。
１つ目は、「未来の目線から今を見る」ということです。SDGsの目標は、2030年のあるべき世界・社会の
姿から定められており、将来を基準に現在を考えていくものです。例えば、2030年に「温室効果ガスの排
出量を８割以上削減する」という目標があったなら、「温室効果ガスを２割以下しか排出できない」暮らし
を考えることからはじめ、今の何が問題で何が必要なのかを理解していく、といった方法です。
２つ目は、「様々な分野から総合的に課題を考える」ということです。SDGsは包括的に１７の目標が定
められておりますが、一つの目標を入り口にして、その他複数の目標と関連させながら考えていくものです。
例えば、「労働力不足の解消」を考えると、「住宅不足」に関連し、土地や上下水道といった「インフラの整
備」にも繋がっていきます。このほか「女性の働きやすさ」、これに関連して「子育て支援」、高齢になっても
元気に働ける「健康維持」、町外からの就業のための「交通」、子ども達の町内就業につながる「教育」や企
業誘致、あるいは設備投資などによる「生産性向上」といった相関関係が考えられます。社会の多くの課題
は、相互に複雑に絡み合い関連しあっているので、いわゆる縦割りといわれる個別の部署、分野だけで解
決することが困難になっており、それぞれの関連を把握し総合的に考え、取組んでいくことがより重要に
なっています。

○SDGsの目標アイコンを表示
ニセコ町の取組んできたまちづくりとSDGsは、とても親和性が高いものと考えています。また、今後のま

ちづくりの中で、上記のSDGsの特徴、考え方も上手に取り入れ取組んでいきたいと考えております。
町総合計画の体系に沿って、町の仕事（予算）を説明している本書においては、今回から総合計画の11

の戦略ビジョンごとに、それぞれ関連する主なSDGsの目標を表示しています。

町はこれまで、「住民参加・情報共有による自治の実践」や「環境モデル都市の取組み」、「独自の開発
ルールづくり」などのまちづくりを継続して実践し、取り組んできました。これらの取組みは、SDGsの17の
目標に置き換えるならば目標17「パートナーシップ」や目標7「エネルギー」、目標11「住み続けられるまち
づくり」などであり、言い換えれば、町のこれまでの取組みそのものが、SDGsが目指す取組みでもあったと
捉えています。

ＳＤＧｓ（エスディジーズ）

SDGsの達成に向けて優れた提案をする自治体を国が選定するもの。2018年にはじめて全国の29自治体が選定され、道内では北海道、札幌市、
下川町、ニセコ町の4自治体が選定されました。
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○ニセコ町のこれまでの取組みがSDGs
ニセコ町は2019年6月に、SDGs（※1）の達成に向けた取組み、提案を行う自治体として国から「SDGs
未来都市」（※2）に選定されました。
SDGsとは、持続可能な世界を実現するため、国連で全会一致で採択された国際目標のことです。「貧
困の撲滅」や「クリーンなエネルギー」、「平和と公正」など、2030年までに達成を目指す17の目標が定め
られています。

（※1） SDGs（エスディジーズ）：Sustainable Development Goalsの略、「持続可能な開発（発展）目標」
SDGsとは、2015年9月の国連サミットで全会一致採択された『持続可能な開発のための2030アジェンダ』（行動計画）にて記載された、2016
年から2030年までの国際目標のこと。【「開発」を「発展」に訳し替えすると分かりやすい】
持続可能な世界を実現するための17のゴール（目標）と関連する169のターゲットから構成され、地球上の誰ひとりとして取り残さないことを
誓っています。例えば、最初のゴールは「1 貧困をなくそう」です。
この17のゴールや169のターゲットに示される多様な目標の追求は、実は日々の私たちの暮らしに関連するものであり、ローカルな地域課題の
解決に貢献し、持続可能なまちづくりを推進するものです。

（※2）SDGs未来都市

町では今後も、これまでのまちづくりを更に磨きあげ、
前に進めていきます。その中では「社会」、「環境」、「経済」
の各分野で相乗効果を生み出すような取組みにもチャレ
ンジしていきます。それは、未来の子どもたちに引き継ぐこ
とができる「相互扶助社会」づくり、持続可能なまちづくり
の取組みであり、さらに続けるならば、この取組みそのも
のが、SDGsの目標達成に貢献する取組み、SDGs未来都
市としての取組みでもあると考えています。

○SDGsの２つ特徴、考え方
SDGsの特徴、あるいはSDGsの考えを導入することで
重要な点は２つあるといわれています。
１つ目は、「未来の目線から今を見る」ということです。SDGsの目標は、2030年のあるべき世界・社会の
姿から定められており、将来を基準に現在を考えていくものです。例えば、2030年に「温室効果ガスの排
出量を８割以上削減する」という目標があったなら、「温室効果ガスを２割以下しか排出できない」暮らし
を考えることからはじめ、今の何が問題で何が必要なのかを理解していく、といった方法です。
２つ目は、「様々な分野から総合的に課題を考える」ということです。SDGsは包括的に１７の目標が定
められておりますが、一つの目標を入り口にして、その他複数の目標と関連させながら考えていくものです。
例えば、「労働力不足の解消」を考えると、「住宅不足」に関連し、土地や上下水道といった「インフラの整
備」にも繋がっていきます。このほか「女性の働きやすさ」、これに関連して「子育て支援」、高齢になっても
元気に働ける「健康維持」、町外からの就業のための「交通」、子ども達の町内就業につながる「教育」や企
業誘致、あるいは設備投資などによる「生産性向上」といった相関関係が考えられます。社会の多くの課題
は、相互に複雑に絡み合い関連しあっているので、いわゆる縦割りといわれる個別の部署、分野だけで解
決することが困難になっており、それぞれの関連を把握し総合的に考え、取組んでいくことがより重要に
なっています。

○SDGsの目標アイコンを表示
ニセコ町の取組んできたまちづくりとSDGsは、とても親和性が高いものと考えています。また、今後のま

ちづくりの中で、上記のSDGsの特徴、考え方も上手に取り入れ取組んでいきたいと考えております。
町総合計画の体系に沿って、町の仕事（予算）を説明している本書においては、今回から総合計画の11

の戦略ビジョンごとに、それぞれ関連する主なSDGsの目標を表示しています。

町はこれまで、「住民参加・情報共有による自治の実践」や「環境モデル都市の取組み」、「独自の開発
ルールづくり」などのまちづくりを継続して実践し、取り組んできました。これらの取組みは、SDGsの17の
目標に置き換えるならば目標17「パートナーシップ」や目標7「エネルギー」、目標11「住み続けられるまち
づくり」などであり、言い換えれば、町のこれまでの取組みそのものが、SDGsが目指す取組みでもあったと
捉えています。

ＳＤＧｓ（エスディジーズ）

SDGsの達成に向けて優れた提案をする自治体を国が選定するもの。2018年にはじめて全国の29自治体が選定され、道内では北海道、札幌市、
下川町、ニセコ町の4自治体が選定されました。
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環境保全の推進 159万円
前年度予算額／179万円

環境モデル都市として、地域課題を解決し、より良い町民の暮らしを形作るため、「住民１人当たりの
経済活動の活性化と温室効果ガス排出量抑制の両立」を基本目標とし、持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを進めます。
このため、環境モデル都市の取り組みに関連する会議・フォーラムに参加し、先進事例などの情報収
集や他自治体との情報交換を行います。
また、環境教育の一環として水生昆虫観察会やCO2削減の取り組みを町民生活へ広げるため、さま

ざまな分野で活躍する人をお招きし環境講話などのイベントを実施します。

水生昆虫観察会開催経費
環境モデル都市関連会議等参加旅費
環境モデル都市推進事業講演会経費
電気自動車充電スタンド設置補助金
環境会議等負担金
その他事務経費

19万円
45万円
10万円
22万円
16万円
47万円

環境審議会開催経費 20万円

環境基本計画などの進行管理
〈企画環境課環境モデル都市推進係〉

20万円
前年度予算額／19万円

17万円
前年度予算額／33万円

環境基本計画、環境モデル都市アクション
プランなどの進捗管理と評価を行うため、環境
全般に詳しい方や公募した町民で構成する環
境審議会を開催します。
環境審議会では、環境モデル都市アクショ

ンプランの推進に向けた条例等についての審
議を予定しています。

複写機使用料
消耗品費
旅費
その他事務経費

4万円
5万円
5万円
3万円

北海道の負担額
ニセコ町の負担額

8万円
9万円

土地利用対策事業
〈建設課都市計画係〉

国土利用計画法に基づき、10,000㎡以上
の土地取引の届出受付などの事務を行います。
また、町内の廃屋について、所有者を特定し
たうえで撤去を要請するための事務を行うほ
か、空家等対策計画に基づき空家の利活用な
どを検討していきます。

主な経費

主な経費

主な経費

財　源

62万円
前年度予算額／31万円

作業手数料
作業機械借上
河川補修原材料費

16万円
36万円
10万円

河川堤防敷地使用料
水利使用料
ニセコ町の負担額

25万円
　6万円
31万円

河川の維持管理
〈建設課管理係〉

川底に土砂が堆積して浅くなっている箇所
の土砂の除去を行います。

主な経費

財　源

〈企画環境課環境モデル都市推進係〉 〈建設課都市計画係〉

河川護岸補修工事 785万円

〈建設課管理係〉
785万円

前年度予算額／313万円

河川の護岸保護のため、補修工事を行いま
す。

主な経費

河川の維持補修工事

準都市計画事務経費 9万円
前年度予算額／9万円

町では、ニセコアンヌプリ山麓を中心に土地取引が活発に行われ、大規模な開発が予想されたこと
から、良好な自然景観を確保することを目的に、平成21年3月に準都市計画を策定しました。また、同
年7月には特定用途制限地域や景観地区を指定しました。
今後もルールの適正化やニセコ町都市計画審議会の開催を通して、美しい町の景観保全を図ります。

旅費
ニセコ町都市計画審議会報酬
その他事務経費

4万円
4万円
1万円

北海道の負担額
地図などの売払代金
ニセコ町の負担額

2万円
1万円
6万円

主な経費

財　源

ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]　

785万円
600万円）

財　源
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環境保全の推進 159万円
前年度予算額／179万円

環境モデル都市として、地域課題を解決し、より良い町民の暮らしを形作るため、「住民１人当たりの
経済活動の活性化と温室効果ガス排出量抑制の両立」を基本目標とし、持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを進めます。
このため、環境モデル都市の取り組みに関連する会議・フォーラムに参加し、先進事例などの情報収
集や他自治体との情報交換を行います。
また、環境教育の一環として水生昆虫観察会やCO2削減の取り組みを町民生活へ広げるため、さま

ざまな分野で活躍する人をお招きし環境講話などのイベントを実施します。

水生昆虫観察会開催経費
環境モデル都市関連会議等参加旅費
環境モデル都市推進事業講演会経費
電気自動車充電スタンド設置補助金
環境会議等負担金
その他事務経費

19万円
45万円
10万円
22万円
16万円
47万円

環境審議会開催経費 20万円

環境基本計画などの進行管理
〈企画環境課環境モデル都市推進係〉

20万円
前年度予算額／19万円

17万円
前年度予算額／33万円

環境基本計画、環境モデル都市アクション
プランなどの進捗管理と評価を行うため、環境
全般に詳しい方や公募した町民で構成する環
境審議会を開催します。
環境審議会では、環境モデル都市アクショ

ンプランの推進に向けた条例等についての審
議を予定しています。

複写機使用料
消耗品費
旅費
その他事務経費

4万円
5万円
5万円
3万円

北海道の負担額
ニセコ町の負担額

8万円
9万円

土地利用対策事業
〈建設課都市計画係〉

国土利用計画法に基づき、10,000㎡以上
の土地取引の届出受付などの事務を行います。
また、町内の廃屋について、所有者を特定し
たうえで撤去を要請するための事務を行うほ
か、空家等対策計画に基づき空家の利活用な
どを検討していきます。

主な経費

主な経費

主な経費

財　源

62万円
前年度予算額／31万円

作業手数料
作業機械借上
河川補修原材料費

16万円
36万円
10万円

河川堤防敷地使用料
水利使用料
ニセコ町の負担額

25万円
　6万円
31万円

河川の維持管理
〈建設課管理係〉

川底に土砂が堆積して浅くなっている箇所
の土砂の除去を行います。

主な経費

財　源

〈企画環境課環境モデル都市推進係〉 〈建設課都市計画係〉

河川護岸補修工事 785万円

〈建設課管理係〉
785万円

前年度予算額／313万円

河川の護岸保護のため、補修工事を行いま
す。

主な経費

河川の維持補修工事

準都市計画事務経費 9万円
前年度予算額／9万円

町では、ニセコアンヌプリ山麓を中心に土地取引が活発に行われ、大規模な開発が予想されたこと
から、良好な自然景観を確保することを目的に、平成21年3月に準都市計画を策定しました。また、同
年7月には特定用途制限地域や景観地区を指定しました。
今後もルールの適正化やニセコ町都市計画審議会の開催を通して、美しい町の景観保全を図ります。

旅費
ニセコ町都市計画審議会報酬
その他事務経費

4万円
4万円
1万円

北海道の負担額
地図などの売払代金
ニセコ町の負担額

2万円
1万円
6万円

主な経費

財　源

ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]　

785万円
600万円）

財　源
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〈上下水道課維持係〉
林業の振興
〈農政課畜産林務係〉

877万円
前年度予算額／788万円

635万円
前年度予算額／423万円

ニセコ町の林業の振興を図り奨励する事業
費と、有害鳥獣対策に係る経費です。

町有林の管理
〈農政課畜産林務係〉

町の財産である町有林の管理のための経費
を計上します。

主な経費主な経費

財　源

ニセコ斎場の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

392万円
前年度予算額／317万円

69万円
前年度予算額／90万円

町では、火葬業務の円滑な運営と適切な維
持管理に努めます。なお、今年度は、停電の時
でも対応できるよう工事を行います。

墓地の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

中央墓地のほか町が管理する墓地とその周
辺環境の適切な維持管理に努めます。

主な経費主な経費

財　源

水道水源・地下水の保全
〈企画環境課環境モデル都市推進係〉

30万円
前年度予算額／30万円

1,267万円
前年度予算額／408万円

水道水源保護条例、地下水保全条例に基
づき、開発などによる水源の汚濁・枯渇を防ぎ、
ニセコ町の良好な水環境を守る取り組みを進
めるため水環境に詳しい有識者で構成する水
資源保全審議会を開催します。

水道メーター取替事業
〈上下水道課維持係〉

水道の使用量を確認するため、使用者の住
宅などには量水器（水道メーター）を取り付け
ています。この機器は、法律で8年を過ぎたも
のは取り替えるよう定められていることから、
計画的に交換を行っています。
■工事個所：ニセコ町全域
■工事期間：5月上旬～10月下旬

主な経費主な経費

水道施設の更新・補修事業 4,530万円
前年度予算額／2,147万円

水道管や浄水場の機械など、水道施設にもそれぞれ耐用期限があり、定期的な更新をする必要があ
ります。このほか、予期せぬ故障や破損を修理したり、道路工事に伴って水道管を移設したりする場合
があります。
今年度は、曽我地区の水道管更新工事の基となる実施設計委託業務を行うほか、宮田地区河川工
事に伴う配水管更新工事の設計委託、市街地区の水源調査の委託業務を行います。

主な経費 財　源
林業振興に係る事務経費　
除間伐を行った場合に補助する補助金
森林に植林する事業を行った時に補助する補助金

有害鳥獣対策に係る経費

90万円
25万円

249万円
513万円

火葬業務委託料
町外火葬利用扶助
自家発電機切替盤取付工事
維持管理経費

183万円
　　20万円
　　33万円
　　156万円

配水池・配水施設などの修繕工事
予期せぬ漏水事故修復工事・予備費など

水道施設の設計委託料
その他水道施設の管理委託料

1,850万円
　　

300万円
　　2,333万円
　　47万円

国からの補助金
ニセコ町の負担額
(うち借金[町債]

237万円
　4,293万円
　1,250万円）

間伐に係る経費
作業道の補修に係る経費
その他の事務経費

268万円
　　324万円
　　43万円

墓地管理業務委託料
墓地維持管理経費

43万円
　　26万円

水資源保全審議会開催経費
旅費など
水資源保全全国自治体連絡会負担金

27万円
　　　　　　　　　　 1万円

　　2万円

取替用水道メーター（382台）
水道メーター取替工事費

662万円
　　605万円

墓地使用料
ニセコ町の負担額

28万円
　　41万円

財　源

火葬場使用料
ニセコ町の負担額

47万円
　345万円

北海道（間伐経費）の負担額
木材の販売代金
ニセコ町の負担額

246万円
　122万円
　268万円

財　源

北海道の負担額（植林経費）
ニセコ町の負担額

152万円
　725万円
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〈上下水道課維持係〉
林業の振興
〈農政課畜産林務係〉

877万円
前年度予算額／788万円

635万円
前年度予算額／423万円

ニセコ町の林業の振興を図り奨励する事業
費と、有害鳥獣対策に係る経費です。

町有林の管理
〈農政課畜産林務係〉

町の財産である町有林の管理のための経費
を計上します。

主な経費主な経費

財　源

ニセコ斎場の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

392万円
前年度予算額／317万円

69万円
前年度予算額／90万円

町では、火葬業務の円滑な運営と適切な維
持管理に努めます。なお、今年度は、停電の時
でも対応できるよう工事を行います。

墓地の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

中央墓地のほか町が管理する墓地とその周
辺環境の適切な維持管理に努めます。

主な経費主な経費

財　源

水道水源・地下水の保全
〈企画環境課環境モデル都市推進係〉

30万円
前年度予算額／30万円

1,267万円
前年度予算額／408万円

水道水源保護条例、地下水保全条例に基
づき、開発などによる水源の汚濁・枯渇を防ぎ、
ニセコ町の良好な水環境を守る取り組みを進
めるため水環境に詳しい有識者で構成する水
資源保全審議会を開催します。

水道メーター取替事業
〈上下水道課維持係〉

水道の使用量を確認するため、使用者の住
宅などには量水器（水道メーター）を取り付け
ています。この機器は、法律で8年を過ぎたも
のは取り替えるよう定められていることから、
計画的に交換を行っています。
■工事個所：ニセコ町全域
■工事期間：5月上旬～10月下旬

主な経費主な経費

水道施設の更新・補修事業 4,530万円
前年度予算額／2,147万円

水道管や浄水場の機械など、水道施設にもそれぞれ耐用期限があり、定期的な更新をする必要があ
ります。このほか、予期せぬ故障や破損を修理したり、道路工事に伴って水道管を移設したりする場合
があります。
今年度は、曽我地区の水道管更新工事の基となる実施設計委託業務を行うほか、宮田地区河川工
事に伴う配水管更新工事の設計委託、市街地区の水源調査の委託業務を行います。

主な経費 財　源
林業振興に係る事務経費　
除間伐を行った場合に補助する補助金
森林に植林する事業を行った時に補助する補助金

有害鳥獣対策に係る経費

90万円
25万円

249万円
513万円

火葬業務委託料
町外火葬利用扶助
自家発電機切替盤取付工事
維持管理経費

183万円
　　20万円
　　33万円
　　156万円

配水池・配水施設などの修繕工事
予期せぬ漏水事故修復工事・予備費など

水道施設の設計委託料
その他水道施設の管理委託料

1,850万円
　　

300万円
　　2,333万円
　　47万円

国からの補助金
ニセコ町の負担額
(うち借金[町債]

237万円
　4,293万円
　1,250万円）

間伐に係る経費
作業道の補修に係る経費
その他の事務経費

268万円
　　324万円
　　43万円

墓地管理業務委託料
墓地維持管理経費

43万円
　　26万円

水資源保全審議会開催経費
旅費など
水資源保全全国自治体連絡会負担金

27万円
　　　　　　　　　　 1万円

　　2万円

取替用水道メーター（382台）
水道メーター取替工事費

662万円
　　605万円

墓地使用料
ニセコ町の負担額

28万円
　　41万円

財　源

火葬場使用料
ニセコ町の負担額

47万円
　345万円

北海道（間伐経費）の負担額
木材の販売代金
ニセコ町の負担額

246万円
　122万円
　268万円

財　源

北海道の負担額（植林経費）
ニセコ町の負担額

152万円
　725万円
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水道施設の維持管理 3,824万円
前年度予算額／3,679万円

町民のみなさんに清潔で安全な水を供給するため、水質検査や水道施設の維持管理に必要な経費
です。
水質検査は蛇口からの通常検査（毎月1回）のほか、水源池の原水精密検査（年1回）と浄水精密検
査(年4回)を行い、水道水の安全性を確認します。
町内には160㎞以上の水道管が敷設されており、浄水場などの水道施設も10か所以上にのぼりま

す。これらの施設は民間企業に維持管理を委託しています。今年度は町内の水道施設を監視する中央
監視システムの更新工事を実施します。

簡易水道事業運営経費
〈上下水道課維持係〉

2,387万円
前年度予算額／1,547万円

簡易水道事業を運営するために必要な経
費です。担当職員の人件費や水道料金に関す
る経費、その他水道事業に必要な事務経費な
どが含まれます。水道料金をコンビニエンスス
トアでも支払えるようにするための収納代行
手数料なども計上しています。
また、今年度は水道料金や消費税率の改正
に伴い、水道料金システムの改修費を計上して
いるほか、消費税を納める水道事業者となって
いることから、消費税納付金を計上しています。

簡易水道事業（特別会計）
〈上下水道課維持係〉

ニセコ町の水道事業は、法律の区分から
「簡易水道事業」と呼ばれ、町の一般会計と
は別の会計を作り管理しています。

主な経費

主な経費

1,671万円
前年度予算額／731万円

公共下水道整備事業
〈上下水道課管理係〉

下水道施設については今後、機械電気設備
の更新時期を迎えるため、更新へ向けて下水
道ストックマネジメント計画の策定に取り掛か
ります。
また、非常時の停電対策としてマンホールポ

ンプ所への自家発電施設を設けるための設計
業務を行います。

主な経費

財　源

〈上下水道課維持係〉

下水道管理センター・ポンプ所の維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

4,163万円
前年度予算額／3,659万円

各家庭から出される汚水は、下水道管やポ
ンプ所を通り、下水道管理センターに集めら
れます。汚水の量は1日に約630㎥。25mの
プール2.1杯分にもなるこの汚水は、センター
内の水槽で微生物の力を借りながらきれいな
水と汚泥に分けます。水は川に戻し、汚泥は堆
肥センターで堆肥の原料になります。
このように、町ではごみの発生しない循環型
社会の確立へ向けた取り組みを行っています。

主な経費

水道施設維持管理経費（電気料、電話料、
保険料など）
水道水質検査業務
水道施設維持管理業務
水道中央監視システム更新工事

849万円
　　645万円
　　2,022万円
　　308万円

人件費、賃金など
水道事業事務経費
水道料金に関する経費
（封筒代、郵便料、検針委託料など）
コンビニ支払いに要する経費（手数料など）
消費税納付金
料金・消費税率改正に伴うシステム改修費　

1,219万円
　　32万円
　357万円

　　
54万円

　　547万円
　　178万円

下水道管理センター・ポンプ所維持管理料
（運営委託・電気機械整備・汚泥処理費など）

下水道管理センターの光熱水費など
下水道管理センター改修工事
その他の運営経費

2,864万円
　618万円
　　273万円
　　408万円

事務費や旅費・使用料など
下水道ストックマネジメント計画策定調査
マンホールポンプ所自家発電室設計業務
公共下水道汚水枡設置工事

31万円
　　1,150万円
　　350万円
　　140万円

国からの交付金
ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

2,049万円
前年度予算額／1,949万円

下水道運営経費
〈上下水道課管理係〉

下水道事業を運営していくために必要な経
費です。担当職員の人件費や消耗品、負担金な
どの費用が含まれます。

水道施設建設などの償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉

6,023万円
前年度予算額／5,999万円

水道管の敷設や配水池などの水道施設を
建設するために借りたお金を返済します。返済
金の一部は、国から補てんされます。

主な経費

元金返済分
利子返済分

4,849万円
　　1,174万円

1,845万円
　4,178万円

財　源

国からの交付額（見込み）
ニセコ町の負担額（見込み）

500万円
　1,171万円
　340万円）

主な経費

人件費など　
その他の事務費

1,725万円
　　324万円

総　額
1億8,130万円

歳 入

総　額
1億8,130万円

歳 出

水道使用料など
1億35万円

一般会計からの繰入金
6,454万円

借入金
1,250万円

国からの補助金
237万円

その他収入
154万円

水道施設の更新・補修事業
4,668万円

水道メーター取替事業
1,267万円

水道施設の維持管理
3,785万円

町の借金返済金
6,023万円

簡易水道事業運営経費
2,387万円
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水道施設の維持管理 3,824万円
前年度予算額／3,679万円

町民のみなさんに清潔で安全な水を供給するため、水質検査や水道施設の維持管理に必要な経費
です。
水質検査は蛇口からの通常検査（毎月1回）のほか、水源池の原水精密検査（年1回）と浄水精密検
査(年4回)を行い、水道水の安全性を確認します。
町内には160㎞以上の水道管が敷設されており、浄水場などの水道施設も10か所以上にのぼりま

す。これらの施設は民間企業に維持管理を委託しています。今年度は町内の水道施設を監視する中央
監視システムの更新工事を実施します。

簡易水道事業運営経費
〈上下水道課維持係〉

2,387万円
前年度予算額／1,547万円

簡易水道事業を運営するために必要な経
費です。担当職員の人件費や水道料金に関す
る経費、その他水道事業に必要な事務経費な
どが含まれます。水道料金をコンビニエンスス
トアでも支払えるようにするための収納代行
手数料なども計上しています。
また、今年度は水道料金や消費税率の改正
に伴い、水道料金システムの改修費を計上して
いるほか、消費税を納める水道事業者となって
いることから、消費税納付金を計上しています。

簡易水道事業（特別会計）
〈上下水道課維持係〉

ニセコ町の水道事業は、法律の区分から
「簡易水道事業」と呼ばれ、町の一般会計と
は別の会計を作り管理しています。

主な経費

主な経費

1,671万円
前年度予算額／731万円

公共下水道整備事業
〈上下水道課管理係〉

下水道施設については今後、機械電気設備
の更新時期を迎えるため、更新へ向けて下水
道ストックマネジメント計画の策定に取り掛か
ります。
また、非常時の停電対策としてマンホールポ

ンプ所への自家発電施設を設けるための設計
業務を行います。

主な経費

財　源

〈上下水道課維持係〉

下水道管理センター・ポンプ所の維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

4,163万円
前年度予算額／3,659万円

各家庭から出される汚水は、下水道管やポ
ンプ所を通り、下水道管理センターに集めら
れます。汚水の量は1日に約630㎥。25mの
プール2.1杯分にもなるこの汚水は、センター
内の水槽で微生物の力を借りながらきれいな
水と汚泥に分けます。水は川に戻し、汚泥は堆
肥センターで堆肥の原料になります。
このように、町ではごみの発生しない循環型
社会の確立へ向けた取り組みを行っています。

主な経費

水道施設維持管理経費（電気料、電話料、
保険料など）
水道水質検査業務
水道施設維持管理業務
水道中央監視システム更新工事

849万円
　　645万円
　　2,022万円
　　308万円

人件費、賃金など
水道事業事務経費
水道料金に関する経費
（封筒代、郵便料、検針委託料など）
コンビニ支払いに要する経費（手数料など）
消費税納付金
料金・消費税率改正に伴うシステム改修費　

1,219万円
　　32万円
　357万円

　　
54万円

　　547万円
　　178万円

下水道管理センター・ポンプ所維持管理料
（運営委託・電気機械整備・汚泥処理費など）

下水道管理センターの光熱水費など
下水道管理センター改修工事
その他の運営経費

2,864万円
　618万円
　　273万円
　　408万円

事務費や旅費・使用料など
下水道ストックマネジメント計画策定調査
マンホールポンプ所自家発電室設計業務
公共下水道汚水枡設置工事

31万円
　　1,150万円
　　350万円
　　140万円

国からの交付金
ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

2,049万円
前年度予算額／1,949万円

下水道運営経費
〈上下水道課管理係〉

下水道事業を運営していくために必要な経
費です。担当職員の人件費や消耗品、負担金な
どの費用が含まれます。

水道施設建設などの償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉

6,023万円
前年度予算額／5,999万円

水道管の敷設や配水池などの水道施設を
建設するために借りたお金を返済します。返済
金の一部は、国から補てんされます。

主な経費

元金返済分
利子返済分

4,849万円
　　1,174万円

1,845万円
　4,178万円

財　源

国からの交付額（見込み）
ニセコ町の負担額（見込み）

500万円
　1,171万円
　340万円）

主な経費

人件費など　
その他の事務費

1,725万円
　　324万円

総　額
1億8,130万円

歳 入

総　額
1億8,130万円

歳 出

水道使用料など
1億35万円

一般会計からの繰入金
6,454万円

借入金
1,250万円

国からの補助金
237万円

その他収入
154万円

水道施設の更新・補修事業
4,668万円

水道メーター取替事業
1,267万円

水道施設の維持管理
3,785万円

町の借金返済金
6,023万円

簡易水道事業運営経費
2,387万円
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下水道施設建設等償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉

1億433万円
前年度予算額／1億469万円

351万円
前年度予算額／361万円

下水道管や下水道管理センターを建設する
ために借りたお金を返済します。返済金には、
国から交付金が交付されます。

農業集落排水施設の維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

農業集落排水施設の利用は、平成16年度
から始まりました。各家庭から出された汚水は、
蘭越町が管理する終末処理場で処理していま
す。この汚水量に応じた処理費用を蘭越町に
支払います。
今後も町が管理している汚水管やポンプ所

は、引き続き適正に維持管理します。

主な経費

主な経費

農業集落排水事業施設建設などの
償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉 352万円

前年度予算額／352万円

汚水管や処理場を建設するために借りたお
金を返済します。返済金には、国から交付金が
交付されます。

主な経費

下水道施設維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

184万円
前年度予算額／162万円

町内には下水道管が約22km敷設されてお
り、この下水道管が詰まるなどの事故が起き
ないよう、管内の清掃やマンホール周辺の傷
んだ舗装の補修を行います。

主な経費

農業集落排水事業運営経費
〈上下水道課管理係〉

7万円
前年度予算額／7万円

農業集落排水事業を運営していくために、
必要となる負担金や事務費などの費用です。

主な経費

下水道管渠・管路維持補修業務
公共下水道施設台帳修正業務
その他の維持管理経費

140万円
　　26万円
　　18万円

元金返済分　
利子返済分

9,228万円
　　1,205万円

負担金や事務費など 7万円

元金の返済分
利子の返済分

289万円
　　63万円

昆布地区農業集落排水事業負担金
マンホール、ポンプ所電気料・電話料など
機械設備分解整備工事

167万円
　　23万円
　　161万円

財　源

国からの交付額（見込み）
ニセコ町の負担額（見込み）

4,361万円
　6,072万円

財　源

国からの交付額（見込み）　
ニセコ町の負担額（見込み）

125万円
　227万円

下水道事業（特別会計）
〈上下水道課管理係〉

下水道事業は平成7年度から着工し、平
成12年度から市街地区で使用しています。
また、簡易水道事業と同様に町の一般会計
とは別の会計を作り管理しています。

農業集落排水事業（特別会計）
〈上下水道課管理係〉

西富地区の下水道は、蘭越町との広域事
業で進められ、平成16年度から使用されて
います。
また、下水道事業と同様に町の一般会計

とは別の会計を作り管理しています。

安全・安心な水道を使用するために
ー水道料金等の改定ー
●ニセコ町の水道の施設は、最も古い施設で昭
和30年代に整備されています。私たちが毎日
当たり前のように使用している水道ですが、水
道管や水をためる水槽、水を浄化する機械な
どは時間の経過とともに少しずつ劣化し、耐用
年数を過ぎると故障が多発するようになります。

●しかし現在の水道料金収入では、施設の維持
費だけでもまかなうことができず、他の収入か
ら繰り入れをして運営している状態です。また、
これから必要となる施設更新費用も含まれて
いません。
●町では、これまで水道審議会などの検討を通し
て水道料金区分の見直しや料金の改定につい
て検討し、その内容について広報誌などでもお
知らせをしてきました。

●料金改定などについては、平成32年1月に請
求する12・1月分から実施する予定です。

●なお、水道料金の改定に伴い、下水道使用料
や農業集落排水施設使用料の改定も行います。

総　額
1億8,500万円

歳 入

総　額
710万円

歳 入

総　額
1億8,500万円

歳 出

総　額
710万円

歳 出

受益者分担金
10万円

下水道使用料など
3,971万円

一般会計からの繰入金
1億3,674万円

借入金
340万円

その他収入
5万円

国からの交付金
500万円

農業集落排水施設使用料など
43万円

一般会計からの繰入金
662万円 農業集落排水施設

維持管理
351万円

農業集落排水施設建設等償還金
(借金の返済）
352万円

農業集落排水事業運営経費など
7万円

その他の収入
5万円

下水道施設維持管理事業
4,347万円

公共下水道整備事業
1,671万円

町の借金返済金
1億433万円

その他の
公共下水道事業経費

2,049万円
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下水道施設建設等償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉

1億433万円
前年度予算額／1億469万円

351万円
前年度予算額／361万円

下水道管や下水道管理センターを建設する
ために借りたお金を返済します。返済金には、
国から交付金が交付されます。

農業集落排水施設の維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

農業集落排水施設の利用は、平成16年度
から始まりました。各家庭から出された汚水は、
蘭越町が管理する終末処理場で処理していま
す。この汚水量に応じた処理費用を蘭越町に
支払います。
今後も町が管理している汚水管やポンプ所

は、引き続き適正に維持管理します。

主な経費

主な経費

農業集落排水事業施設建設などの
償還金（借金の返済）
〈上下水道課管理係〉 352万円

前年度予算額／352万円

汚水管や処理場を建設するために借りたお
金を返済します。返済金には、国から交付金が
交付されます。

主な経費

下水道施設維持管理経費
〈上下水道課管理係〉

184万円
前年度予算額／162万円

町内には下水道管が約22km敷設されてお
り、この下水道管が詰まるなどの事故が起き
ないよう、管内の清掃やマンホール周辺の傷
んだ舗装の補修を行います。

主な経費

農業集落排水事業運営経費
〈上下水道課管理係〉

7万円
前年度予算額／7万円

農業集落排水事業を運営していくために、
必要となる負担金や事務費などの費用です。

主な経費

下水道管渠・管路維持補修業務
公共下水道施設台帳修正業務
その他の維持管理経費

140万円
　　26万円
　　18万円

元金返済分　
利子返済分

9,228万円
　　1,205万円

負担金や事務費など 7万円

元金の返済分
利子の返済分

289万円
　　63万円

昆布地区農業集落排水事業負担金
マンホール、ポンプ所電気料・電話料など
機械設備分解整備工事

167万円
　　23万円
　　161万円

財　源

国からの交付額（見込み）
ニセコ町の負担額（見込み）

4,361万円
　6,072万円

財　源

国からの交付額（見込み）　
ニセコ町の負担額（見込み）

125万円
　227万円

下水道事業（特別会計）
〈上下水道課管理係〉

下水道事業は平成7年度から着工し、平
成12年度から市街地区で使用しています。
また、簡易水道事業と同様に町の一般会計
とは別の会計を作り管理しています。

農業集落排水事業（特別会計）
〈上下水道課管理係〉

西富地区の下水道は、蘭越町との広域事
業で進められ、平成16年度から使用されて
います。
また、下水道事業と同様に町の一般会計

とは別の会計を作り管理しています。

安全・安心な水道を使用するために
ー水道料金等の改定ー
●ニセコ町の水道の施設は、最も古い施設で昭
和30年代に整備されています。私たちが毎日
当たり前のように使用している水道ですが、水
道管や水をためる水槽、水を浄化する機械な
どは時間の経過とともに少しずつ劣化し、耐用
年数を過ぎると故障が多発するようになります。

●しかし現在の水道料金収入では、施設の維持
費だけでもまかなうことができず、他の収入か
ら繰り入れをして運営している状態です。また、
これから必要となる施設更新費用も含まれて
いません。
●町では、これまで水道審議会などの検討を通し
て水道料金区分の見直しや料金の改定につい
て検討し、その内容について広報誌などでもお
知らせをしてきました。

●料金改定などについては、平成32年1月に請
求する12・1月分から実施する予定です。

●なお、水道料金の改定に伴い、下水道使用料
や農業集落排水施設使用料の改定も行います。

総　額
1億8,500万円

歳 入

総　額
710万円

歳 入

総　額
1億8,500万円

歳 出

総　額
710万円

歳 出

受益者分担金
10万円

下水道使用料など
3,971万円

一般会計からの繰入金
1億3,674万円

借入金
340万円

その他収入
5万円

国からの交付金
500万円

農業集落排水施設使用料など
43万円

一般会計からの繰入金
662万円 農業集落排水施設

維持管理
351万円

農業集落排水施設建設等償還金
(借金の返済）
352万円

農業集落排水事業運営経費など
7万円

その他の収入
5万円

下水道施設維持管理事業
4,347万円

公共下水道整備事業
1,671万円

町の借金返済金
1億433万円

その他の
公共下水道事業経費

2,049万円
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〈町民生活課生活環境係〉

し尿処理（くみ取り）事業
〈町民生活課生活環境係〉

〈町民生活課生活環境係〉

5,104万円
前年度予算額／3,603万円

715万円
前年度予算額／715万円

一般家庭のし尿の収集は、毎年3月に申込
を受け付け、自治会ごとの収集計画に基づい
て実施します。なお、収集は原則的に年3回と
なっています。また、追加の収集は特別な事情
を除いて、1～3月の調整月に別途お申し込み
ください。
■収集事業者
　㈲塚越産業　☎0136-44-2630
し尿や浄化槽汚泥の処理は、羊蹄山麓環境
衛生組合（構成町村＝倶知安町、ニセコ町、真
狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町）が一括し
て行っています。

浄化槽整備事業
〈町民生活課生活環境係〉

浄化槽は、トイレや台所、風呂などの生活排
水を敷地内で処理する設備です。
町では水質汚濁を防止し、生活環境を守り、
公衆衛生を向上させるため浄化槽の設置費用
の一部を補助します。

主な経費

財　源

廃棄物の広域処理事業 4,249万円
前年度予算額／4,112万円

「燃やすごみ」については、羊蹄山麓7町村（倶知安町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別
町、京極町）が共同して、民間事業者に委託し固形燃料化処理しています。
固形燃料化処理とは、燃やすごみをペレット状の固形燃料にして、再生利用するもので資源循環型
社会に寄与できます。

主な経費

羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理業務委託料
蘭越町粗大ごみ処理施設維持管理業務負担金
一般廃棄物可燃ごみ質展開検査分析委託業務
羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会負担金

3,985万円
　　246万円
　　16万円
　　2万円

〈町民生活課生活環境係〉
ごみ収集事業 9,009万円

前年度予算額／8,542万円

　一般廃棄物（燃やすごみ、燃やさないごみ、生ごみ、資源ごみなど）を収集運搬し、処理をしています。
　なお、ごみの減量化や効率的な収集運搬業務を行うため、ごみの出し方のルールを守り、正しい分
別方法の徹底をお願いします。
　また、ダストボックスの維持管理については、各自治会のみなさんにお願いしています。引続き清掃や
除雪などにご協力をお願いします。
　現在の一般廃棄物最終処分場は、あと数年でいっぱいになる見込みであり、経費や今後の広域処理
の可能性を考え、昨年度から民間委託での最終処分を行っています。
※ごみの出し方や分別方法については、資料編の付属資料188、189ページをご覧下さい。

主な経費 財　源

ごみ収集運搬業務委託料
町指定袋購入費
ごみ処理券取扱業務委託料
ダストボックス維持補修経費
不燃・粗大ごみ処理業務委託料

7,000万円
　　1,098万円
　　152万円
　138万円
　621万円

ごみ処理手数料（町指定袋販売収入など）

一般廃棄物処理業許可申請手数料
ニセコ町の負担額

2,433万円
　　2万円

　　6,574万円

北海道合併処理浄化槽普及促進協議会
負担金など
浄化槽設置整備事業補助

2万円
　713万円

主な経費
羊蹄山麓環境衛生組合負担金 5,104万円

国の負担額
ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

199万円
　516万円
　110万円）財　源

ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

　5,104万円
　910万円）

5万円
前年度予算額／5万円

不法投棄廃棄物対策
〈町民生活課生活環境係〉

廃棄物を不法投棄した人には、法律により5
年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、または
その両方が科せられ、法人は最大3億円の罰金
が科せられます。
また、社会通念上やむを得ないと認められた
場合（神社で行うどんど焼きなど）を除き、家庭
ごみや農業用ビニールなど廃棄物を野外で焼
却した人は、3年以下の懲役、300万円以下の
罰金またはその両方が科せられます。町内でも
摘発例がありますので、このような行為は絶対
にやめましょう。　
町では、引続きごみの排出や分別の指導とあ

わせて、廃棄物の不法投棄や野外での焼却な
どの巡視を行い、地域環境の保全に努めます。

主な経費

不法投棄廃棄物処理手数料 5万円

浄化槽設置費用の一部を補助します

浄化槽設置整備事業補助金限度額

○詳しくは町民生活課生活環境係
　（☎0136-44-2121）までお問合せください。

町では浄化槽の設置費用の一部を補助してい
ます。
補助対象は、公共下水道と農業集落排水処理
施設の処理区域外の住宅です。なお、補助金は
浄化槽本体と本体の設置に関係する標準工事
費の45％または55％ですが、限度額は次のとお
りです。

区　　分

5人槽
7人槽
10人槽

40万円
49万円
68万円

49万円
60万円
84万円

住宅の新築
伴う新設

くみ取り式や
単独浄化槽か
らの切り替え

限　　度　　額
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〈町民生活課生活環境係〉

し尿処理（くみ取り）事業
〈町民生活課生活環境係〉

〈町民生活課生活環境係〉

5,104万円
前年度予算額／3,603万円

715万円
前年度予算額／715万円

一般家庭のし尿の収集は、毎年3月に申込
を受け付け、自治会ごとの収集計画に基づい
て実施します。なお、収集は原則的に年3回と
なっています。また、追加の収集は特別な事情
を除いて、1～3月の調整月に別途お申し込み
ください。
■収集事業者
　㈲塚越産業　☎0136-44-2630
し尿や浄化槽汚泥の処理は、羊蹄山麓環境
衛生組合（構成町村＝倶知安町、ニセコ町、真
狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町）が一括し
て行っています。

浄化槽整備事業
〈町民生活課生活環境係〉

浄化槽は、トイレや台所、風呂などの生活排
水を敷地内で処理する設備です。
町では水質汚濁を防止し、生活環境を守り、
公衆衛生を向上させるため浄化槽の設置費用
の一部を補助します。

主な経費

財　源

廃棄物の広域処理事業 4,249万円
前年度予算額／4,112万円

「燃やすごみ」については、羊蹄山麓7町村（倶知安町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別
町、京極町）が共同して、民間事業者に委託し固形燃料化処理しています。
固形燃料化処理とは、燃やすごみをペレット状の固形燃料にして、再生利用するもので資源循環型
社会に寄与できます。

主な経費

羊蹄山麓地域一般廃棄物可燃ごみ処理業務委託料
蘭越町粗大ごみ処理施設維持管理業務負担金
一般廃棄物可燃ごみ質展開検査分析委託業務
羊蹄山麓地域廃棄物広域処理連絡協議会負担金

3,985万円
　　246万円
　　16万円
　　2万円

〈町民生活課生活環境係〉
ごみ収集事業 9,009万円

前年度予算額／8,542万円

　一般廃棄物（燃やすごみ、燃やさないごみ、生ごみ、資源ごみなど）を収集運搬し、処理をしています。
　なお、ごみの減量化や効率的な収集運搬業務を行うため、ごみの出し方のルールを守り、正しい分
別方法の徹底をお願いします。
　また、ダストボックスの維持管理については、各自治会のみなさんにお願いしています。引続き清掃や
除雪などにご協力をお願いします。
　現在の一般廃棄物最終処分場は、あと数年でいっぱいになる見込みであり、経費や今後の広域処理
の可能性を考え、昨年度から民間委託での最終処分を行っています。
※ごみの出し方や分別方法については、資料編の付属資料188、189ページをご覧下さい。

主な経費 財　源

ごみ収集運搬業務委託料
町指定袋購入費
ごみ処理券取扱業務委託料
ダストボックス維持補修経費
不燃・粗大ごみ処理業務委託料

7,000万円
　　1,098万円
　　152万円
　138万円
　621万円

ごみ処理手数料（町指定袋販売収入など）

一般廃棄物処理業許可申請手数料
ニセコ町の負担額

2,433万円
　　2万円

　　6,574万円

北海道合併処理浄化槽普及促進協議会
負担金など
浄化槽設置整備事業補助

2万円
　713万円

主な経費
羊蹄山麓環境衛生組合負担金 5,104万円

国の負担額
ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

199万円
　516万円
　110万円）財　源

ニセコ町の負担額
（うち借金[町債]

　5,104万円
　910万円）

5万円
前年度予算額／5万円

不法投棄廃棄物対策
〈町民生活課生活環境係〉

廃棄物を不法投棄した人には、法律により5
年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、または
その両方が科せられ、法人は最大3億円の罰金
が科せられます。
また、社会通念上やむを得ないと認められた
場合（神社で行うどんど焼きなど）を除き、家庭
ごみや農業用ビニールなど廃棄物を野外で焼
却した人は、3年以下の懲役、300万円以下の
罰金またはその両方が科せられます。町内でも
摘発例がありますので、このような行為は絶対
にやめましょう。　
町では、引続きごみの排出や分別の指導とあ

わせて、廃棄物の不法投棄や野外での焼却な
どの巡視を行い、地域環境の保全に努めます。

主な経費

不法投棄廃棄物処理手数料 5万円

浄化槽設置費用の一部を補助します

浄化槽設置整備事業補助金限度額

○詳しくは町民生活課生活環境係
　（☎0136-44-2121）までお問合せください。

町では浄化槽の設置費用の一部を補助してい
ます。
補助対象は、公共下水道と農業集落排水処理
施設の処理区域外の住宅です。なお、補助金は
浄化槽本体と本体の設置に関係する標準工事
費の45％または55％ですが、限度額は次のとお
りです。

区　　分

5人槽
7人槽
10人槽

40万円
49万円
68万円

49万円
60万円
84万円

住宅の新築
伴う新設

くみ取り式や
単独浄化槽か
らの切り替え

限　　度　　額
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資源物のリサイクル推進事業 2,588万円
前年度予算額／2,422万円

資源としてリサイクルできるごみは無料で回収していますが、再商品化までには、収集・運搬・選別・
一時保管などに費用を必要とします。
この費用を少なくするため、一人ひとりがきちんと分別して資源ごみを出していただくことが基本と
なりますので、ご協力をお願いします。
なお、今年も使用済小型家電のリサイクル回収を実施します。ご家庭で不用になった小型家電があ

りましたら回収にご協力をお願いします。

一般廃棄物最終処分場の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

730万円
前年度予算額／658万円

104万円
前年度予算額／238万円

一般廃棄物最終処分場では、焼却灰と粗大
ごみ処理施設で破砕処理されたものを埋め立
て処分しています。この埋め立てたごみの適正
管理のため、施設の維持管理を行います。
現在の一般廃棄物最終処分場は、あと数年

でいっぱいになる見込みであり、経費や今後
の広域処理の可能性を考え、昨年度から民間
委託での最終処分を行っています。地域環境
の保全のため、燃やさないごみ、粗大ごみの減
量と資源ごみの分別にご協力をお願いします。

廃棄物処理対策の検討と啓発
〈町民生活課生活環境係〉

廃棄物の減量化と適正な処理を進めるため、
町と町民のみなさん、事業者のそれぞれが役
割を分担し、協力するよう条例で定められてい
ます。
さまざまな廃棄物について再資源化や、ごみ
処理方法の変更などについて、広報紙や啓発
チラシなどでお知らせしますので、ご協力をお
願いします。 
また、廃棄物対策検討委員会や衛生組合と
協力しながら、ごみの減量化やリサイクルを推
進していきます。

主な経費

主な経費

主な経費

59万円
前年度予算額／59万円

環境美化巡視とクリーン作戦
〈町民生活課生活環境係〉

町では、環境美化推進のため町内を巡視し、
散乱したごみや不法投棄に対する取組みを実
施しています。
春と秋には町民みなさんのご協力をいただ

き、各地域の環境美化運動と主要道路沿いの
「クリーン作戦」を実施しますので、みなさんの
参加をお願いします。

主な経費

〈町民生活課生活環境係〉
衛生組合連合会事業
〈町民生活課生活環境係〉

12万円
前年度予算額／19万円

各自治会の衛生組合長と連携して環境・衛
生意識の普及や環境美化事業を行っています。
各自治会でのごみの分別や排出方法の啓
発やダストボックスの維持管理、地区内清掃
活動、施設見学などの取り組みについて、衛生
組合長を中心に町民みなさんのご協力をお願
いします。

主な経費資源ごみ分別保管業務委託料
生ごみ・下水道汚泥処理負担金
容器包装物再商品化業務委託料
廃乾電池・蛍光管処理業務委託料
使用済小型家電運搬業務委託料
リサイクル推進の事務及び管理経費

1,924万円
　　538万円
　　27万円
　　44万円
　　22万円
　　33万円

水処理施設維持管理業務委託料
搬入管理・埋立作業委託料
埋立施設及び水処理施設の維持管理費

369万円
　　137万円
　　224万円

廃棄物対策検討委員会経費
ごみ分別周知経費
その他事務経費

10万円
　　77万円
　　17万円

啓発事業事務経費
バス借上料　

6万円
　6万円

公用車維持管理経費
環境美化・クリーン作戦経費
その他事務経費

9万円
　　4万円
　　46万円

財　源

資源ごみ売払い収入
下水道汚泥処理負担金
ニセコ町の負担額

55万円
　166万円
　2,367万円

食品衛生事業
〈町民生活課生活環境係〉

6万円
前年度予算額／6万円

19万円
前年度予算額／17万円

倶知安地方食品衛生協会に加入・連携し、
食中毒の防止対策や食品衛生の普及に努め
ます。

畜犬対策と動物愛護
〈町民生活課生活環境係〉

犬や猫などのペットを飼育する人が増える
と同時に、一部の無責任な飼い主がいるため、
他人に迷惑や危害を加えたりする犬や猫が増
え、苦情も多くなっています。
犬を放したり糞を放置しないなど、飼い主の
方は責任を持ち適切にペットを飼うようにお
願いします。

主な経費

主な経費

財　源

倶知安地方食品衛生協会負担金 6万円

狂犬病予防注射事務経費
狂犬病予防注射業務委託料
その他畜犬対策事務経費

7万円
　　7万円
　　5万円

犬の登録手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料
ニセコ町の負担額

4万円
　　13万円
　　2万円
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資源物のリサイクル推進事業 2,588万円
前年度予算額／2,422万円

資源としてリサイクルできるごみは無料で回収していますが、再商品化までには、収集・運搬・選別・
一時保管などに費用を必要とします。
この費用を少なくするため、一人ひとりがきちんと分別して資源ごみを出していただくことが基本と
なりますので、ご協力をお願いします。
なお、今年も使用済小型家電のリサイクル回収を実施します。ご家庭で不用になった小型家電があ

りましたら回収にご協力をお願いします。

一般廃棄物最終処分場の維持管理
〈町民生活課生活環境係〉

730万円
前年度予算額／658万円

104万円
前年度予算額／238万円

一般廃棄物最終処分場では、焼却灰と粗大
ごみ処理施設で破砕処理されたものを埋め立
て処分しています。この埋め立てたごみの適正
管理のため、施設の維持管理を行います。
現在の一般廃棄物最終処分場は、あと数年

でいっぱいになる見込みであり、経費や今後
の広域処理の可能性を考え、昨年度から民間
委託での最終処分を行っています。地域環境
の保全のため、燃やさないごみ、粗大ごみの減
量と資源ごみの分別にご協力をお願いします。

廃棄物処理対策の検討と啓発
〈町民生活課生活環境係〉

廃棄物の減量化と適正な処理を進めるため、
町と町民のみなさん、事業者のそれぞれが役
割を分担し、協力するよう条例で定められてい
ます。
さまざまな廃棄物について再資源化や、ごみ
処理方法の変更などについて、広報紙や啓発
チラシなどでお知らせしますので、ご協力をお
願いします。 
また、廃棄物対策検討委員会や衛生組合と
協力しながら、ごみの減量化やリサイクルを推
進していきます。

主な経費

主な経費

主な経費

59万円
前年度予算額／59万円

環境美化巡視とクリーン作戦
〈町民生活課生活環境係〉

町では、環境美化推進のため町内を巡視し、
散乱したごみや不法投棄に対する取組みを実
施しています。
春と秋には町民みなさんのご協力をいただ

き、各地域の環境美化運動と主要道路沿いの
「クリーン作戦」を実施しますので、みなさんの
参加をお願いします。

主な経費

〈町民生活課生活環境係〉
衛生組合連合会事業
〈町民生活課生活環境係〉

12万円
前年度予算額／19万円

各自治会の衛生組合長と連携して環境・衛
生意識の普及や環境美化事業を行っています。
各自治会でのごみの分別や排出方法の啓
発やダストボックスの維持管理、地区内清掃
活動、施設見学などの取り組みについて、衛生
組合長を中心に町民みなさんのご協力をお願
いします。

主な経費資源ごみ分別保管業務委託料
生ごみ・下水道汚泥処理負担金
容器包装物再商品化業務委託料
廃乾電池・蛍光管処理業務委託料
使用済小型家電運搬業務委託料
リサイクル推進の事務及び管理経費

1,924万円
　　538万円
　　27万円
　　44万円
　　22万円
　　33万円

水処理施設維持管理業務委託料
搬入管理・埋立作業委託料
埋立施設及び水処理施設の維持管理費

369万円
　　137万円
　　224万円

廃棄物対策検討委員会経費
ごみ分別周知経費
その他事務経費

10万円
　　77万円
　　17万円

啓発事業事務経費
バス借上料　

6万円
　6万円

公用車維持管理経費
環境美化・クリーン作戦経費
その他事務経費

9万円
　　4万円
　　46万円

財　源

資源ごみ売払い収入
下水道汚泥処理負担金
ニセコ町の負担額

55万円
　166万円
　2,367万円

食品衛生事業
〈町民生活課生活環境係〉

6万円
前年度予算額／6万円

19万円
前年度予算額／17万円

倶知安地方食品衛生協会に加入・連携し、
食中毒の防止対策や食品衛生の普及に努め
ます。

畜犬対策と動物愛護
〈町民生活課生活環境係〉

犬や猫などのペットを飼育する人が増える
と同時に、一部の無責任な飼い主がいるため、
他人に迷惑や危害を加えたりする犬や猫が増
え、苦情も多くなっています。
犬を放したり糞を放置しないなど、飼い主の
方は責任を持ち適切にペットを飼うようにお
願いします。

主な経費

主な経費

財　源

倶知安地方食品衛生協会負担金 6万円

狂犬病予防注射事務経費
狂犬病予防注射業務委託料
その他畜犬対策事務経費

7万円
　　7万円
　　5万円

犬の登録手数料
狂犬病予防注射済票交付手数料
ニセコ町の負担額

4万円
　　13万円
　　2万円
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