
(1)　一般管理費

・投票人名簿システム構築事業 平成２２年度の国民投票法施行に向けた、選挙

人名簿システムの改修

(2)　姉妹都市費

・国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業 ケネル市代表団受入

白老町姉妹都市協会補助金

・国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業 ケネル市への青少年派遣交流

白老町姉妹都市協会補助金

(3)　財産管理費

・町有林管理事業 石山地区人工林除間伐　A=18.72ha

町有林管理業務　A=620ha　

・宅地分譲整備事業 東町　旧合同会館解体工事

4区画分筆測量、環境整備

(4)　企画調整費

・移住・定住促進事業 移住促進ＰＲ、住宅・土地物件紹介

移住体験事業

(5)  戸籍住民基本台帳費

・戸籍事務電算化事業 戸籍の電算化システムの導入

(1)　ウタリ施策推進費

・イオル再生事業 教育（学習）型イオル推進・管理

海浜植物植生分布調査

･アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業 小・中学生体験学習の実施

　

環境衛生費

(1)　環境衛生諸費

・不法投棄防止対策推進事業 ボランティア保険の加入

ボランティアパトロール用ベスト、帽子購入

(4,817千円)

(134千円)

(5,147千円)

(65千円)

(473千円)

4款

3款民 生 費

一般会計予算における事業費の概要

(7,784千円)

2款総 務 費

(4,147千円)

(5,998千円)

(1,114千円)

(2,011千円)
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・リサイクル銀行推進事業 一般家庭の不用品リサイクルの情報交換

家具等の再生修理・展示・譲渡

(2)　火葬場費

白老葬苑施設改修事業 多目的トイレの新設

(3)　緑化推進費

・緑化推進活動支援事業 白老町花とみどりの会事業補助、町民植樹祭

(4)　清掃総務費

・浄化槽設置整備事業 浄化槽設置費補助（11基）

水洗化資金貸付・利子補給

(5)　上水道施設費

・上水道施設整備事業出資金 老朽管更新事業分

労働費

(1)　労働諸費

・ワークステーション雇用促進事業 ワークステーション事務経費

農林水産業費

(1)　農業総務費

・中山間地域等直接支払交付金交付事業 公共牧場草地更新、牧場施設等維持管理

家畜疾病予防

(2)　農業振興費

・農業経営安定化事業 公的融資制度利用者に対する一部利子補給

(3）　畜産業費

・畜産振興推進事業 肥育推進支援、新規就農者支援

肥育素牛導入経費補助、農地造成等補助

(4)　林業振興費

・私有林対策事業 21世紀北の森づくり推進事業　　A=28.43ha

森林整備地域活動支援交付金事業　　A=300.19ha

美しい森林づくり基盤整備交付金事業　A=19.00ｈａ

(157千円)

(4,000千円)

(11,870千円)

(374千円)

(5,600千円)

5款

(15千円)

(14,740千円)

(6,507千円)

(6,101千円)

(11,125千円)

6款
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(4)　水産振興費

・栽培・資源管理型漁業推進事業 マツカワ種苗放流事業負担金

ほっき貝種苗放流（白老地区）5,000kg

（町1/4）

ほっき貝種苗放流（虎杖浜地区）2,000kg

（町1/4）

漁業専門員人件費補助

ウニ種苗放流事業　50,000粒（町1/2）

海の畑づくり事業（地域再生チャレンジ交付金）

・水産振興対策事業 白老港・登別漁港朝市開催支援事業

定置資材等製作事業

(1)　商工振興費

･地域再生チャレンジ交付金事業 白老薬膳料理開発事業

元気農園プロジェクト事業

白老シーフードカレー開発・ＰＲ事業

食材リスト作成事業

(2)　企業誘致費

･首都圏企業誘致・観光誘客活動等推進事業 東京事務所の設置

(3)　観光対策費

･観光客誘客推進事業 観光協会特別補助金

　「北海道じゃらん」タイアップ事業

　海外プロモーション事業、ポロトコタンの夜

　多言語パンフレット改訂増刷事業

･広域観光推進事業 登別市・白老町観光連絡協議会負担金

西いぶり戦略的観光推進協議会負担金

・食材王国しらおい誇りある故郷づくり事業 地産地消の推進、地元食材調査・啓発

食育の推進

・戦略的観光振興推進事業 JTB北海道との業務委託による観光振興の推進

首都圏・道内営業活動

・広域・総合観光集客サービス支援事業 観光協会特別補助金

　登別白老まちめぐりパス事業

　「白老でプチ湯治」推進事業

　しらおい温泉入浴マイスター育成事業

(5,528千円)

(4,020千円)

(1,952千円)

(300千円)

(1,800千円)

7款商 工 費

(6,300千円)

(2,827千円)

(4,900千円)

(2,816千円)
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(1)　道路維持費

･道路排水処理事業 石山温泉団地・北吉原バーデン地区等

　L=80m

竹浦２番通り

道路配水柵渠改修 　L=20m

・町道改修事業 竹浦飛生線舗装補修事業

L=753m W=6.0m

竹浦駅北駐車場改修事業

車両乗入れ部改修

臨海温泉４番通り舗装補修事業

表層工　　　　A=760㎡

(2)　道路新設改良費

･町道整備事業(補助事業) 白老滑空場線改良舗装事業

橋梁下部工 橋台１基、護岸工A=575㎡

竹浦２番通り改良舗装事業

改良工 L=200m

ポロト社台線改良舗装事業

橋梁上部工 L=42m

(3)　河川改良費

･河川改修事業(補助事業) バンノ沢川砂防事業

(H20～21事業）

床固工 N=2基

(H21事業）

用地測量　１式

(4)　港湾建設費

･港湾建設事業 地方港湾白老港建設事業負担金

平成21年度　国直轄事業費　14億8千9百万円

護岸（防波）（西外） L=210m

岸壁（-11.0m） L=190ｍ  

(5)　都市計画総務費

･白老駅北広場整備事業 白老駅北広場整備

実施設計 A=1.3ha 用地測量 A=0.6ha

用地取得 A=4,595.81㎡

・都市計画定時線引き見直し事業 区域区分都市計画変更図書作成

整備、開発及び保全の方針見直し

･都市計画図面等作成事業 苫小牧圏域白老町都市計画図増刷(500部)

(379,000千円)

U字トラフ高さ調整

(4,383千円)

(133,488千円)

(99,135千円)

(28,100千円)

(13,009千円)

8款

(534千円)

土 木 費

(2,416千円)
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(6)　公　園　費

・公園施設里親事業 公園施設の地域との協働管理

管理用品の支給、重機借上

ボランティア保険加入

・街区公園整備改修事業 美園公園、緑ヶ丘公園

遊具塗装ほか

(7)　住宅管理費

・町営住宅改修事業 旭ケ丘団地物置改築（物置2棟4戸）

町営住宅火災報知器設置　美園団地（中耐）

有料駐車場整備　

・住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画改定事業

計画策定委員会、先進地視察

教　 育　 費

(1)　財産管理費

･白老小学校教頭住宅屋根改修事業 屋根鉄板張替え

(2)　諸費

･入学準備金貸付事業 高校・大学等入学資金の貸付

限度額　

高　　　校(国公立10万円、私立20万円)

　 専修学校(　　　　　　　　　　　　　30万円)

短　　　大(国公立20万円、私立30万円)

大　　　学(国公立30万円、私立50万円)

・AED（自動体外式除細動器）設置事業 ３基設置

白老小学校、萩野小学校、虎杖小学校

･特別支援教育支援員配置事業 特別支援教育支援員（4名）の配置

(2)　教育振興費

・社会科副読本改訂準備事業 社会科副読本作成準備会開催（10回）

(3)　仙台藩白老元陣屋資料館管理費

･資料館特別展開催事業 資料館特別展開催

「絵図から辿る仙台藩白老陣屋の秘密」

(420千円)

(1,274千円)

(120千円)

(389千円)

(1,596千円)

(9,151千円)

10款

(131千円)

(1,418千円)

(4,333千円)

(964千円)
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(4)　給食センター管理運営費

･給食センター給水給湯蒸気管改修事業 給水給湯蒸気管取替え

給水管 331m、給湯管 355m、蒸気管 778m

災害復旧費

(1) 公共土木施設災害復旧費

・災害復旧測量調査業務委託事業 災害復旧事業測量調査設計委託

(50千円)

11款

(22,166千円)
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