
(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

・地上デジタル放送難視聴対策事業 地上デジタル放送移行に伴う新たな難視聴地区

をギャップフィラー（無線共聴）により解消する

(2)　姉妹都市費

・国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業 ケネル市への町民代表団の訪問交流
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=20.68ha

町有林管理業務　A=620ha　

・町有財産資産管理支援システム導入事業 平成23年度より地方公共団体の資産評価を行う

よう指針が公表されたため平成22年に試行的に

システムを導入

・町有財産資産評価システムデータ電子化事業 町有財産の資産評価をするための必要な資料を

整理しﾃ゙ ﾀーの入力及び点検を行う

(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)  賦課徴収費
・固定資産税標準宅地鑑定評価事業 平成24年実施の土地評価替に向け標準宅地を

設定し不動産鑑定士による鑑定評価を実施する

(1)　社会福祉総務費

・地産地消推進・食の安全安心普及啓発事業 地場産品の販売及びPRを実施し消費者への食に

関する安全・安心普及啓発を推進する

･消費者行政活性化事業 消費者相談窓口のレベルアップ並びに消費者教
育・啓発の強化事業

　

･地域人権啓発活動活性化事業 地域の人権尊重思想の普及高揚を図り地域住民

に人権問題に対する正しい認識を広める

(90,000千円)

一般会計予算における事業費の概要

(4,381千円)

2款総 務 費

(473千円)

(6,481千円)

(3,250千円)

(1,899千円)

3款民 生 費

(2,572千円)

(250千円)

(1,000千円)

(2,595千円)

(1,730千円)

24



(2)　老人福祉費

・高齢者見守り・生活支援事業 一人暮らしの高齢者等に対する見守りや生活支

援の強化のため専門の相談員を設置

(3)　アイヌ施策推進費
・イオル再生事業 教育（学習）型イオル推進・管理

･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

　

･アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業 アイヌ古式舞踊・伝統工芸や伝統家屋「チセ」な
どの伝承者の養成配置

･アイヌ文化調査研究強化対策事業 （財）アイヌ民族博物館におけるアイヌ文化調査

研究活動の助成

環境衛生費

(1)　地域保健費

・産後サポートコーディネート事業 出産後の母親の精神的・肉体的負担の軽減のた

めヘルパーを派遣

(2)　予防費

・Hib（ヒブ）予防接種助成事業 ヒブ菌感染予防のためヒブワクチン予防接種助成

(3)　環境衛生諸費

・不法投棄撲滅パトロール事業 地域パトロールによる不法投棄防止啓発活動の
実施

・アライグマ捕獲・調査事業 生息状況の調査

被害状況の情報収集

・ヨコスト湿原自然環境調査事業 ヨコスト湿原に関する自然環境を調査し結果を公
表

・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

(4)　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

(5)　清掃総務費

・浄化槽設置整備事業 浄化槽設置費補助（10基）

水洗化資金貸付・利子補給

(151千円)

(5,167千円)

(2,264千円)

(613千円)

(19,309千円)

(78千円)

(200千円)

(942千円)

(15,000千円)

4款

(4,432千円)

(10,176千円)

(3,202千円)

(1,492千円)
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(6)　塵芥処理費

・バイオマス燃料利用促進事業 バイオマス燃料専燃ボイラーの整備

・バイオマス燃料化施設副資材調達システム構築事業
副資材の調達ルート、発生量等の調査

調達に係るコストパフォーマンスの検証

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 肉用牛肥育推進振興資金利子補給事業

優良繁殖雌牛の自家保留・導入事業

受精卵移植事業
とまこまい広域農協経営安定化資金利子補給事業

肥育牛改良推進事業

(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=22.00ha

森林整備地域活動支援交付金事業　　A=302.40ha

・しいたけ戦略プロジェクト開発事業 生しいたけ（菌床）生産に進出する企業を支援

・林地残材活用事業 林地残材の商品化の検討を行い事業化を図る

・特用林産物活用施設等整備事業 生しいたけ（菌床）の生産施設整備に対する間接

補助

(5)　白老ふるさと２０００年の森管理費

・癒しの森活用ビジネス創出事業 森林を観光資源として活用し商品化を検討

6款

(12,600千円)

(13,650千円)

(300,000千円)

(20,450千円)

(130千円)

(6,101千円)

(4,982千円)

(34,000千円)

(9,288千円)

(6,300千円)
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(6)　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

漁業専門員推進事業

ウニ種苗放流事業

海の畑づくり事業（地域再生チャレンジ交付金）
ナマコ増殖試験事業

ビノス貝駆除事業

ヒトデ駆除事業

・水産振興対策事業 白老港・登別漁港朝市開催支援事業

さけ定置手網等製作事業（白老地区）

(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

･企業誘致パンフレット作成事業 石山工業団地及び特別工業地区内の分譲地を

PRするパンフレット作成

(3)　観光対策費

･観光客誘客推進事業 白老観光ガイド改訂増刷事業

道内・道外特別誘客活動事業

ポロトコタンの夜事業

･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

・戦略的観光振興推進事業 JTB北海道及びJR北海道との観光連携業務

首都圏・道内営業活動

上海万博アイヌ文化プロモーション事業

(1)　道路維持費

・町道改修事業 竹浦飛生線舗装補修事業

L=235m W=6.2m

土 木 費

(2,800千円)

7款商 工 費

(1,952千円)

(3,704千円)

(2,500千円)

(2,793千円)

(185千円)

(3,119千円)

(7,714千円)

8款

(6,714千円)
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･公共施設環境整備事業 町道沿線や公園敷地等の草刈、街路樹の枝打ち、

剪定等

(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=331㎡

竹浦２番通り改良舗装事業

改良工 L=200m舗装工 L=480m

ポロト社台線改良舗装事業

改良工 L=200m

(3)　橋梁維持費

･橋梁長寿命化修繕計画策定事業 橋梁修繕計画策定

24橋

(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22年度　国直轄事業費　14億8千3百万円

護岸（防波）（西外） 裏込工　L=135m

泊地（-11.0m）  

土砂処分場護岸本体工　L=60ｍ

上部工　L=445ｍ
浚渫工 V=187,000・

岸壁（-11.0m） 上部工・裏込工 L=15ｍ

港湾施設用地 埋立工　V=187,000・

道路 用地補償

(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

用地取得 A=4,096.43㎡、広場造成

(6)　公　園　費

・街区公園整備改修事業 末広公園、東町２号公園

遊具補修

(7)　住宅管理費

・町営住宅改修事業 テレビ受信設備等設置工事　美園団地ほか

町営住宅駐車場整備工事

旭ケ丘団地物置改築（物置1棟2戸）

町営住宅火災報知器設置　青葉団地

・町有住宅改修事業 元教員住宅改修（白老中東側、虎杖小山側）

賃貸住宅として一般開放

(294千円)

(5,843千円)

(1,596千円)

(7,603千円)

(118,576千円)

(2,500千円)

(28,100千円)

(289,000千円)
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消　　防　 費

(1)　消防施設費

･高規格救急自動車更新事業 高規格救急自動車更新

･携帯電話位置情報受信管理システム構築事業 携帯・IP電話により発信された緊急通報（119）の

位置情報を確認するシステムの導入

(2)　災害対策費

･自主防災組織活動支援事業 新規・既設組織への助成金

教　 育　 費

(1)　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)

・特別支援教育支援員配置事業 特別支援教育支援員（5名）の配置

･家庭教育のススメ事業 家庭教育に関する手引書配布

(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）

副読本作成

・教師用教科書、指導書購入事業 新学習指導要領実施に伴う教師用教科書及び
指導書の購入

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

10款

(28,872千円)

(4,515千円)

(1,080千円)

(255千円)

(5,366千円)

11款

9款

(4,096千円)

(798千円)

(50千円)

(1,152千円)
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