
(1)　一般管理費

・情報基盤推進事業 町内への光ファイバー導入に伴う基幹システム

の切替

・地上デジタル放送移行推進事業 地上デジタル放送完全移行に関する相談窓口の

設置

(2)　姉妹都市費

・国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業 ケネル市への青少年派遣交流

白老町姉妹都市協会補助金

・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

(3)　財産管理費

・町有林管理事業 石山地区町有林（人工林）間伐　A=23.76ha

・町有財産資産評価システムデータ電算化事業 町有財産の資産評価をするために必要な資料を

整理し、データの入力及び点検を行う

・町有林基幹作業道整備事業 基幹作業道整備

L=2,274m

(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

・地域公共交通活性化事業 白老町地域公共交通活性化協議会の運営

・自治基本条例推進事業 白老町自治基本条例の検証を行うための

検討組織の設立

(5)　総合計画費

・第５次白老町総合計画策定事業 平成24年度以降を計画期間とする第５次

白老町総合計画の策定事業

(6)　自治振興費

・町民活動団体ネットワーク整備事業 町内で活動する団体の活動状況をホームページ

により情報発信する

(6,474千円)

(2,684千円)

(1,233千円)

(2,918千円)

(1,350千円)

一般会計予算における事業費の概要

2款総 務 費

(2,150千円)

(31,500千円)

(2,063千円)

(116千円)

(175千円)

(1,311千円)

(1,168千円)
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(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

問題に対する教育・啓発の強化事業

(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」

建設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 学芸員の人件費補助

　

･アイヌ文化伝統衣服製作伝承事業 伝統的衣服の製作技術の伝承を図る

　

･アイヌ文化コンシェルジュ育成事業 博物館への来館者に対するサービス向上と

アイヌ文化伝承者の人材育成

･民族共生象徴空間整備促進事業 国のアイヌ施策である「民族共生の象徴となる空間」

整備に伴う国等との連携・協力体制の強化事業

環境衛生費

(1)　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

・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

粗大ごみの再生修理・展示・譲渡

(21,608千円)

(15,000千円)

(151千円)

4款

3款民 生 費

(2,204千円)

(3,742千円)

(3,000千円)

(1,468千円)

(28,499千円)

(476千円)

(13,295千円)

(9,310千円)

(1,995千円)

(9,117千円)
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・地球温暖化対策推進事業 地球温暖化対策協議会を開催し、地球

温暖化対策の推進を図る

(2)　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運営補助

(3)　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

(4)　塵芥処理費

・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

・エゾシカ被害対策事業 農林業被害をもたらすエゾシカの駆除に対する

助成

・エゾシカ防護柵設置・捕獲事業 町営牧場におけるエゾシカの捕獲、防護柵の設置

・白老牛生産農家後継者育成事業 肥育牛を生産する後継者育成のための道外先進地

視察に対する補助

(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

畜産担い手整備事業

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

・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

6款

(6,118千円)

(95千円)

(7,505千円)

(10,500千円)

(4,366千円)

(86千円)

(9,750千円)

(600千円)

(10,845千円)

(250千円)

(16,446千円)
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(5)　水産振興費

・栽培・資源管理型漁業推進事業 漁業専門員人件費補助

ビノス貝駆除事業

一般廃棄物（ビノス貝駆除）広域処理負担金

マツカワ種苗放流事業負担金

・水産振興対策事業 白老港・登別漁港朝市開催支援事業

(1)　商工振興費

･中小企業等実態調査事業 町内中小企業の実態を調査し、今後の受注

機会の促進及び町内消費拡大の促進を図る

･白老商工会館外部改修事業 白老商工会館の老朽化に伴う施設改修

事業補助

(2)　企業誘致費

･首都圏企業誘致・観光誘客活動等推進事業 東京事務所の設置及び誘致・誘客活動

(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

北海道登別洞爺広域観光圏協議会負担金

・戦略的観光振興推進事業 JR北海道・JTB北海道との業務委託による

観光振興の推進

首都圏・関西・道内営業活動

アイヌ文化海外発信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=300m W=6.2m

萩野12間線舗装補修事業

L=550m W=9.0m

･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

商 工 費

(2,943千円)

(2,791千円)

(5,842千円)

(2,656千円)

(2,235千円)

(2,245千円)

7款

(4,143千円)

(500千円)

(2,500千円)

8款土 木 費

(14,310千円)
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(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

橋梁上部工 L=42.1m 鋼橋製作工一式

竹浦２番通り改良舗装事業

改良工 L=220m舗装工 L=480m

ポロト社台線改良舗装事業

改良工 L=200m

(3)　排水対策費

･緑泉郷地区排水対策事業 排水管敷設

L=15.0m

(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23年度　国直轄事業費　11億5千8百万円

護岸（防波）（西外） 上部工　L=240m

泊地（-11.0m）  

土砂処分場埋立V=91,000・

浚渫工 V=181,000・

岸壁（-11.0m） 裏埋　L=240m

港湾施設用地 埋立工　V=90,000・

道路 舗装工　L=380m　

(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

（散策路、緑地、植栽等）

(6)　公　園　費

・街区公園整備改修事業 桜ケ丘公園、緑ヶ丘公園

遊具補修

(7)　住宅総務費

・行政情報電子化事業 地籍調査資料の電算化

(8)　住宅管理費

・町営住宅改修事業 青葉団地浴室内窓の改修

・町有住宅改修事業 旧雇用促進住宅の改修、改善工事

・雇用促進住宅取得事業 旧雇用促進住宅の取得

・町営住宅解体事業 社台団地（１棟２戸）解体工事

・町営住宅居住環境づくり普及啓発事業 公営住宅周辺環境の現状把握など

(205,800千円)

(2,100千円)

(20,900千円)

(2,303千円)

(3,737千円)

(56,296千円)

(138,800千円)

(1,596千円)

(14,105千円)

(2,180千円)

(1,005千円)
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消　　防　 費

(1)　災害対策費

･自主防災組織活動支援事業 自主防災組織への活動支援助成金

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

･学校支援地域本部事業 学校と地域との連携を深めるため、コーディ

ネーター（1名）を配置

(2)　学校管理費

・小学校耐震化対策事業 萩野小学校屋内運動場地質調査業務委託

(3)　教育振興費

・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

(4)　公民館費

・中央公民館講堂床暖房改修事業 中央公民館講堂の床暖房及び空調設備の

改修

(5)　文化財保護費

・史跡白老仙台藩陣屋跡赤松管理事業 仙台藩陣屋跡に存する赤松の支柱取替工事

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

(935千円)

(31,927千円)

(478千円)

(50千円)

(900千円)

10款

(1,129千円)

(5,485千円)

(1,130千円)

(2,514千円)

11款

9款
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