
【南空知公衆衛生組合】

■消防の状況

〇加入町・・・・ ・・・・ ・・・・ ・長沼町、栗山町、

由仁町、南幌町

〇所在地・・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 栗山町

〇設立・・・ ・・・・ ・・・・・ ・昭和 4 7年 4月1日

■ごみ処理の状況

環境・研究機関
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【南空知消防組合】

【長幌上水道企業団】

【東庭園】

【ながぬま温泉】

【学校給食センター】

【伏古斎苑】（南空知葬斎組合）

（収集量と処理量等は長沼町のみ）

〇構成町・・・・・・・・・・・・長沼町、南幌町、由仁町

〇年間収集量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,087.21 ｔ

生ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 677.39 ｔ

可燃ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 901.90 ｔ

不燃ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 520.23 ｔ

資源ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 531.28 ｔ

びん・缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・・・・・・・・・・・・・・ 219.06 t

プラスチック類・・・・・・・・・・・・・・・・・・191.21 t

ダンボール類・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121.01 t

粗大ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 456.41 t

〇年間総処理量・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,011.22 t

焼却処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,253.60 t

高速堆肥化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 677.39 t

破砕処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 698.13 t

埋立処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 606.30 t

リサイクル処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・775.80 t

びん・缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・・・・・・・・・・・・・・229.80 t

プラスチック類・・・・・・・・・・・・・・・・・ 195.85 t

アルミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.87 t

鉄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133.31 t

ダンボール類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105.04 t

乾電池・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.90 t

蛍光管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.46 t

指定ごみ袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.44 t

木質系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98.13 t

〇収集運搬車両（委託車両含む）

12 台

〇馬追クリーンセンター破砕処理能力

10 ｔ /5 Ｈ

（二次破砕機）

運転開始～平成9年4月

〇一般廃棄物最終処分場埋立処理能力

埋立容量 84,118㎡

供用開始～平成10年4月

〇所在地・・・・・・・・・・・・・・・長沼町東5線北8番地

〇処理方式・・・・・・・・・・・・・・・・ 高速堆肥化方式

〇処理能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 t/日

〇堆肥化原料・・・・・・・ 生ごみ、もみがら、野菜屑

〇発酵槽形式・・・・・・・・・・・・・・・・・ 横型パドル式

運転開始～昭和59年4月

■し尿処理の状況

■上水道の状況（長沼町分のみ）

〇所在地・・・・・・・ 長沼町錦町北1丁目13番1号

〇給水人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,873 人

（外国人登録者を含む）

〇普及率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96.03 ％

〇施設能力

長幌第1浄水場・・・・・・・・・・・・・・ 3,600㎥/日

マオイの丘配水場・・・・・・・・・・・・3,000 ㎥/日

〇創設認可・・・・・・・・・・・・・・ 昭和42年3月31日

〇変更認可・・・・・・・・・・・・・・ 平成14年4月18日

〇所在地・・・・・・・・・・・・・・長沼町東6線北4番地

〇湧出地・・・・・・・・・・・・・・長沼町東5線北3番地

〇構造・・・・・・・・・・・・・鉄筋コンクリート造平屋建

〇総事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・494,353千円

〇泉質・・ 含ヨウ素‐ナトリウム‐塩化物強塩温泉

〇堀削深度・・・・・・・・・ 1,500 ｍ（ｽﾄﾚｰﾅ440 ｍ）

〇泉温・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50.2℃

〇湧出量・・・・・・・・・・・・・・・・ 毎分1,150ℓ（自噴）

〇適応症・・・・・ 浴用（神経痛、筋肉痛、五十肩、

痔疾慢性消火器病、慢性皮膚病、慢性婦人病）

〇建設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 昭和61年度

〇増築・・・・・・・・・・・・・ 昭和63年、平成3、4年度

〇所在地・・・・・・・・・・・・長沼町栄町2丁目1番6号

〇構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鉄骨造平屋建

〇面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・665  ㎡

〇総事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 252,400千円

〇調理能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,500 食

〇建設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 昭和62年度

〇所在地・・・・・・・・・・・・長沼町字フシコ7790番地

〇構成町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長沼町、南幌町、

由仁町、栗山町

〇施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,915 ㎡

〇火葬炉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 灯油

供用開始～平成12年10月1日

【堆肥生産センター】

〇所在地・・・・・・・・・・・・・ 長沼町東6線北3番地

〇屋敷林面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,738 ㎡

〇昭和42年農林省

「屋敷林コンクール」入選

〇平成25年日本造園学会

「北の造園遺産」認定

【平成27年4月1日より北広島市に地方自治法
に基づく事務委託】

〇収集量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,091 ㎘

〇長沼町分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,574 ㎘

〇収集車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 台

〇処理方法・・・・・ アクア・バイオマスセンター

北広島におけるバイオガス化処理

〇処理施設能力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 t/日



工業団地

資料提供 ：産業振興課商工観光係

公営住宅の概要

公共下水道

都市計画

公園・緑地

内水排除施設概要

霊 園

長沼町浄化センター

公営住宅
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公園 ・緑地名 種別
計画決定
面 積

錦町公園 街区 約 0.18ha

あかね公園 〃 約 0.13ha

栄町公園 〃 約 0.20ha

銀座公園 〃 約 0.24ha

旭町公園 〃 約 0.12ha

宮下公園 〃 約 0.65ha

本町公園 〃 約 0.28ha

しらかば公園 近隣 約 2.40ha

ライラック公園 〃 約 1.50ha

長沼総合公園 総合 約 13.2ha

長沼中央公園 都市緑地 約 0.30ha

資料提供 ：都市整備課土木係

機場名 集水面積 排水量 排水本川

馬追運河排水機場 52.12 ㎢ 40㎥/秒旧夕張川

南6号排水機場 27.7 ㎢ 26㎥/秒 千歳川

南9 号排水機場 27.5 ㎢ 13㎥/秒 千歳川

南8 号排水機場 2.47 ㎢ 3.2㎥/秒 千歳川

西長沼排水機場 8.49 ㎢ 10.3㎥/秒旧夕張川

大学排水機場 51.0 ㎢ 27㎥/秒 千歳川

南4 号半排水機場 2.16 ㎢ 3.2㎥/秒旧夕張川

北6 号排水機場 3.81 ㎢ 4.6㎥/秒旧夕張川

舞鶴第1 排水機場 27.5 ㎢ 5.3㎥/秒 千歳川

資料提供 ：都市整備課治水対策係

内訳 面積 区画数

伏古 39,126㎡ 2,390 区画

南 31,778㎡ 862 区画

北 11,563㎡ 972 区画

資料提供 ：税務住民課町民生活係

区分 全体計画

計画面積 375.5 ha

計画人口 5,660 人

処理能力水量 3,300 ㎥ / 日

項目 令和 3年度

処理区域面積 304.1 ha

処理区域内人口 6,067 人

水洗便所設置済人口 5,946 人

水洗便所設置済世帯 3,050 戸

下水道普及率 59.0 ％

水洗化率 98.0 ％

資料提供 ：都市整備課下水道係

集落排水

区分
北長沼地区

全体計画

南長沼地区

全体計画

管路延長 5,948 m 6,061 m

計画人口 460 人 300人

計画戸数 150 戸 99戸

処理能力水量 138 ㎥/日 98㎥/日

区分
北長沼

集落排水

南長沼

集落排水

処理区域面積 38.2 ha 35.7 ha

処理区域内人口 251 人 203 人

処理区域内戸数 121 戸 79戸

水洗便所設置済人口 211人 157人

水洗便所設置済戸数 98 戸 63戸

普及率 2.4 ％ 2.0 ％

水洗化率 84.1 ％ 77.3 ％

区域 2111.8ha
用途地域 321.0ha

用途

地域

内訳

（ha）

第1 種低層住居専用地域 72

第1 種中高層住居専用地域 61

第2 種中高層住居専用地域 23

第 1種住居地域 55

第 2種住居地域 30

近隣商業地域 4

商業地域 11

準工業地域 30

工業地域 35

資料提供 ：都市整備課土木係

面積 313,759㎡

分譲済件数 20

操業件数 14

団地名 建設年度 構造 戸数

北長沼団地

S47 簡平 8

S50 簡平 4

S51 簡平 3

北長沼第 2 団地 H14 中耐 3F 12

西長沼団地 H11 中耐 3F 12

南長沼団地 H17 中耐 3F 12

南長沼第 2 団地 S51 簡平 5

錦町北団地

S45 簡平 8

S47 簡平 8

H28 木造平 6

H29 準耐 2F 10

錦町南団地
S46 簡平 32

S47 簡平 16

錦町西団地 H26 準耐 2F 10

宮下第 1団地
H20 中耐 4F 16

H22 中耐 4F 16

宮下第 2 団地
S48 簡平 24

S50 簡平 12

宮下南団地
H24 木造平 7

H25 準耐 2F 10

旭町団地 S45 簡平 52

しらかば団地 S56 簡平 12

中央第 3 団地
H7 中耐 3F 12

H9 中耐 3F 24

本町団地
R2 木造平 5

R3 準耐 2F 8

計 344

資料提供 ：都市整備課建築係

馬追運河排水機場

中央公園

資料提供 ：都市整備課下水道係



【地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

農業研究本部 中央農業試験場】

■試験研究機関（令和4年4月1日現在）

石狩､ 空知､ 後志､ 胆振､ 日高の 5 総合振興局

等を担当し、地域に密着した試験研究を実施する

とともに、全道の農業研究本部農業試験場８場に

共通する専門分野の試験研究や企画連絡調整を

行う総合試験場（平成 22 年 4 月に道立から地方

独立行政法人へと移行）。

◆新品種の開発

・大きくて美味しいさくらんぼ「HC10」

・良食味耐冷多収水稲品種「ななつぼし」

・良食味いもち耐病性水稲品種「きたくりん」

・外食、中食向け、多収水稲品種「そらゆき」

・飼料用米「そらゆたか」

・酒造用水稲品種 ｢きたしずく」

・センチュウに強い納豆用大豆品種「スズマルR」

・甘くておいしいぶどう新品種「スイートレディー」

◆新技術の開発

・「北海道における高密度播種短期育苗の適用

性と早生品種「えみまる」の導入効果」

高密度播種短期育苗の苗箱数は中苗対比

で5割以上削減される。早生品種「えみまる」の

導入により出穂期遅延等のリスクを低減できる。

苗質は稚苗に準じ、簡易有効積算温度180～

200℃、1gN/箱の窒素追肥を実施する。現地

事例では労働時間が約6.6人時/ha、物財費が

9,904円/10a削減された。

・「醸造用ぶどうにおける土壌の生育阻害要因と

物理性改良法」

醸造用ぶどうの生育阻害要因は、作土が浅

く作土下の堅密な土層などの不良な土壌環境

にあった。全層心土破砕で定植前や樹列間の

堅密層を破砕することで生育収量が改善し、効

果は2年経過時でも認められた。樹園地でも

疎水材暗渠等の活用により余剰水を効率的に

排水できる。これら対策は生産者自ら実施でき

る。

・「植物成長調整剤を用いた春まき小麦「春よ恋」

の高品質多収栽培技術」

「春よ恋」は、植物成長調整剤を1回散布する

場合、窒素3～4kg/10aの幼穂形成期追肥また

は基肥増肥を実施することで慣行栽培より増

収が見込める。窒素肥沃度区分や幼形期・穂

揃期生育診断により窒素増肥および追肥の要

否を判断することで、倒伏回避と増収・高タン

パク化を両立できる。

【北海道病害虫防除所】

・「なまぐさ黒穂病菌に対する湛水処理の効果お

よび湿熱条件下での死滅温度」

なまぐさ黒穂病菌の厚膜胞子の生存率は、

湛水下の土壌中では 3 か月で顕著に低下し、

湛水により発生ほ場の菌密度低減が可能であ

る。また、堆肥化過程で想定される水分条件

における厚膜胞子の死滅温度条件は、40℃

10日、50℃ 3日、60℃ 1日である。

・「ブロッコリー根こぶ病の圃場診断・対策支援マ

ニュアルを活用した防除対策」

多発要因は連作や年2作、土壌から病原菌

が検出される、排水不良、土壌pH6.5未満など

の全8項目である。防除技術は輪作、緑肥用大

根、排水性改善、薬剤のセル苗灌注と土壌混

和、抵抗性品種が有効である。これらを基に策

定した圃場診断・対策支援マニュアルを活用す

ると、想定したレベルより低い発病に抑えられ

る。

・「消費者にYES!clean表示制度の魅力が伝わる

説明文のコンセプト」

消費者が魅力を感じるYES!clean表示制度の

説明文には、50文字以内の短い文章であるこ

と、厳しい栽培基準を満たした農産物の証であ

ることを記すこと、化学肥料や農薬に関する基

準であることを記すこと、基準を定めた機関を

記すことといったコンセプトが必要とされる。

・「水田機能の維持と所得増加に向けた経営指

標の策定手順」

水田農業が有する多面的機能の価値は、

12,961円／世帯・年であった。このような多様

な役割を果たす水田機能の維持と水田経営の

所得増加に向けて、ＴＮ法により地域で解決す

べき課題を抽出し、ＤＥＭＡＴＥＬ法により優先

すべき課題を特定した後、試算分析法等によ

り課題解決の効果を反映させた経営指標を策

定できる。

・「菓子加工適性評価のためのスポンジケーキの

テクスチャー測定法」

小麦の菓子加工適性評価において重視す

べき評価項目を明らかにするとともに、物性測

定機器による測定方法を開発した。

・「りんご「ハックナイン」の果汁原料栽培向け着

果管理指標」

果汁原料栽培で必要とされる果汁品質を満

たし、毎年安定的に生産するための目標収量

は10aあたり7tであった。そのための着果基準

は「3頂芽に1果」であった。

・「アズキ萎凋病の抵抗性選抜に有効なDNAマー

カー」

アズキの重要要害である萎凋病に対して、

抵抗性遺伝子をすばやく判断できるDNAマー

カーを開発した。

◆職員数 108 名

◆機構

本部長兼場長、副場長、総務部、企画調整部、

作物開発部、水田農業部、加工利用部、遺伝

資源部、農業システム部、農業環境部、病虫部、

北海道農政部技術普及課在勤

◆所在地

長沼町東 6 線北 15 番地

地方独立行政法人北海道立総合研究機構本部

札幌市北区北 19 条西 11 丁目

病害虫防除所は植物防疫法に基づき、各都道

府県が設置する機関で、北海道では、昭和 27 年

に 14 支庁（当時）に設置された。平成 3 年度に 1

本所（道立中央農業試験場の出先機関、同場内

に事務所設置）、14 支所体制（平成 13 年度に支

所廃止）となり、平成 16 年度には中央農試の組

織の一部として併置された。

平成 22 年度に道立農業試験場等が地方独立

行政法人化したことに伴い、道農政部の出先機関

として位置づけられた。

◆病害虫発生予察情報の提供

農業試験場の定点調査、農業改良普及センター

の発生状況調査、気象情報等により、病害虫の発

生時期や発生量を予測し、その防除対策を「発生

予察情報」として、関係機関、団体に提供。

◆農薬の適正・安全使用の推進

農薬取締法に基づく農薬の適正使用を推進す

るため、「病害虫・雑草防除ガイド」の発行や、農

薬の使用に関する相談業務、農薬の販売届出に

関する事務等を行う。

◆病害虫防除に関する調査の実施

植物防疫法に基づく、国内未発生病害虫の侵

入警戒調査や、本道農業への影響が懸念される

病害虫のモニタリング調査やまん延防止対策等

を行う。

◆職員数及び機構 3 名

所長 1 名（兼 北海道農政部技術普及課農業

環境担当課長）、主幹 1 名、主査 1 名

◆所在地 長沼町東 6 線北 15 番地
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【ホクレン農業総合研究所 長沼研究農場】

【ホクレン農業総合研究所

北長沼育種支援センター】

【公益財団法人日本植物調節剤研究協会

北海道研究センター】

【雪印種苗㈱ 北海道研究農場】

【北興化学工業㈱ 北海道試験農場】

【タキイ種苗㈱ 長沼研究農場】

【日本農薬㈱ 長沼ナーセリー】

昭和 59年開設。高緯度・冷涼地向け野菜の

品種育成に取り組む。

◆研究内容

・ タマネギをはじめ、ホウレンソウ、ネギ、ニン

ジ ン、ダイコン、キャベツ等の品種育成。

・ トマト、カボチャ、スイートコーン等の道内適

応性の研究。

◆施設の概要

・ 面積 10 ha

・ 従業員 26名

・ 所在地 長沼町東4線北17番地

畑作と水田からなり、寒冷地主要作物のほか、

りんご・ハスカップ等の果樹も栽培。当社製品の

寒冷地の農業への適用性の研究及び新製品の

普及展示。美しい長沼町の環境に調和するよう

全体を環境保全用の樹木で囲い緑に包まれた

施設となっている。

◆施設の概要

・ 設立 平成 4 年

・ 面積 8.76 ha

・ 所在地 長沼町東7線北2番地

本道に適応した主要作物の品種開発、新資材

の品質・効果確認、病害防除に関する研究およ

び生産者の所得向上や生産基盤強化を目的とし

た営農支援業務。

◆施設の概要

・ 面積 31 ha

・ 職員数 32 名

・ 所在地 長沼町東9線南2番地

バイオテクノロジーを活用した、品種や素材の

育成及び新たな育種選抜技術の開発。

◆施設の概要

・ 研究棟 1 棟、温室 9 棟

・ 職員数 6名

・ 所在地 長沼町東5線北15番地

北海道を対象とした水稲、畑作物及び園芸作物

に係わる農薬（除草剤、植物生育調整剤）につい

て、その作用効果と安全性の検定ならびに道内

での適用性を明らかにしている。

◆施設の概要

・ 設立 昭和 63年

・ 面積 約 3.1 ha

・ 職員数 14名

・ 所在地 長沼町東1線北15番地

昭和 54 年、研究体制の整備強化を拡充するた

め、札幌研究農場を移転。

畜産の基礎である牧草、飼料作物の種子及び

配合飼料、園芸、花き、作物に関する研究、開発。

◆研究内容

・ 牧草（チモシー、オーチャード、アカクロー

バー、デントコーン、芝草等）の優良品種

開発と栽培利用の研究。

・ 野菜（スイートコーン、エダマメ、カボチャ等）、

花き（カーネーション等）の優良品種開発と栽

培の研究。

・ 乳牛、肉牛の配合飼料と飼養管理の研究。

◆施設の概要

・ 敷地 86.9 ha

（借地含む）

・ 乳牛 107頭

・ 肉牛 41 頭

・ 社員数 39名

・ 所在地 長沼町字幌内1066番地

昭和 60 年、農薬の北海道での適応性の検討、

地域対応を目的に設立。

主要作物の病害虫防除効果試験及び除草剤

の殺草効果、薬害の検討を試験する。

◆施設の概要

・ 面積 約 2 ha

・ 試験作物

豆類、ばれいしょ、てんさい、小麦、トウモロコ

シ、玉ねぎ、アスパラガス、水稲等。

・ 所在地 長沼町西3線南1番地


