
(1)　一般管理費

・情報基盤推進事業 役場、学校用パソコン等の購入

・自己啓発研修事業 SMIプログラムによる職員向け

自己啓発研修の実施

(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

(3)　財産管理費

・町有林管理事業 町有林の維持・管理

(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

(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

(1)　社会福祉総務費

･北海道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)　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

　

･アイヌ文化伝承・保存・公開事業 アイヌ古式舞踊・伝統工芸伝承者の育成・確保

･アイヌ文化調査研究強化対策事業 学芸員の人件費補助

　

3款民 生 費

(2,012千円)

(1,800千円)

(141千円)

(632千円)

一般会計予算における事業費の概要

2款総 務 費

(1,249千円)

(59千円)

(949千円)

(1,350千円)

(22,272千円)

(468千円)

(8,946千円)

(15,000千円)
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･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

(3)　児童福祉総務費

・フッ化物洗口事業 保育園・幼稚園におけるフッ化物洗口の実施

環境衛生費

(1)　環境衛生諸費

・環境保全促進助成事業 環境保全促進活動（環境教室など）に

対する補助

(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

・新バイオマス固形燃料商品開発事業

新たな固形燃料の開発

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

・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

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款

(700千円)

(162千円)

(250千円)

(4,737千円)

(4,100千円)

(758千円)

(9,635千円)

6款

(6,118千円)

(59千円)

(4,190千円)

(1,200千円)
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(4)　林業振興費

・私有林対策事業 未来につなぐ森づくり推進事業　A=30ha

(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

ヒトデ駆除事業

マツカワ種苗放流事業負担金

水産資源増殖事業

・水産振興対策事業 白老港・登別漁港朝市開催支援事業

(1)　商工振興費

･食材王国しらおいブランド強化事業 首都圏における白老産食材の

販路拡大・ＰＲ事業の市場調査実施

･中小企業経済対策支援事業 北海道中小企業総合振興資金貸付等に

係る支援金の交付

･商業・観光活性化緊急対策事業 町内経済活性化対策事業実施

(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 白老観光ポスター改訂増刷事業

道内・道外特別誘客活動事業

温泉を活用した町内活性化事業

･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

・白老町観光大使任命・ＰＲ事業 観光大使を任命し本町のＰＲ活動の実施

(8,320千円)

(2,120千円)

7款

(5,643千円)

(3,226千円)

(500千円)

(2,000千円)

(1,587千円)

商 工 費

(3,020千円)

(430千円)

(2,235千円)

(3,700千円)
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(1)　道路維持費

・町道改修事業 竹浦飛生線舗装補修事業

L=315m W=6.2m

萩野12間線舗装補修事業

L=550m W=9.0m+2.0m×2

末広通り舗装補修事業

L=200m W=8.0m

･石山・北吉原道路排水処理事業 Ｕ字トラフの高さ調整、取替

L=80m

(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

鋼橋架設一式 L=42.1m

改良舗装 L=178m

竹浦２番通り改良舗装事業

改良・舗装工 L=200m　W=6.0m+2.5m

ポロト社台線改良舗装事業

改良工 L=80m 舗装工　L=180m

・町道整備事業（単独事業） 社台南13号通り改良舗装事業

　 実施設計

(3)　橋梁維持費

･橋梁長寿命化修繕計画策定事業 修繕計画策定　65橋

(4)　排水対策費

･北吉原バーデン団地排水施設整備事業 排水路改修工事

L=150m　W=0.8m

・クッタリウス川災害対策事業 河床堀削　V=1,800・

(5)　港湾建設費

･地方港湾白老港建設事業 地方港湾白老港建設事業負担金

護岸（防波）（西外） 上部工

泊地（-11.0m） 浚渫工

岸壁（-11.0m）

港湾施設用地 埋立工

臨港道路 改良舗装工

8款土 木 費

(19,820千円)

(4,400千円)

(138,800千円)

(4,641千円)

(6,500千円)

付属工・保安対策

(216,100千円)

(5,700千円)

(1,200千円)

26



(6)　公　園　費

・公園施設長寿命化計画策定事業 公園施設点検調査

長寿命化計画策定31箇所

(7)　住宅管理費

・町営住宅改修事業 竹っこ団地換気設備改修

虎杖浜団地浴室内窓改修

消　　防　 費

(1)　災害対策費

･自主防災組織活動支援事業 自主防災組織への結成支援助成金

・白老町防災対策推進事業 白老町地域防災計画の改訂

白老町地域防災マップ作成

標高表示板設置

・北海道総合行政情報ネットワーク更新事業 北海道総合行政情報ネットワーク更新

整備負担金

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

・学力向上サポート事業 小学校、中学校に学習支援員を派遣

・フッ化物洗口事業 小学校におけるフッ化物洗口の実施

・地域塾開講事業 夏・冬休み期間中、小学生のこころの

教育と学習向上を目的に地域塾を開講

・（仮称）食育推進センター建設事業 （仮称）食育推進センターの建設

（実施設計）

(9,000千円)

9款

(5,877千円)

10款

(1,157千円)

(5,485千円)

(1,130千円)

(2,429千円)

(32,414千円)

(3,337千円)

(500千円)

(5,257千円)

(694千円)

(124千円)
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(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実施設計

緑丘小学校校舎耐震診断

・中学校施設整備事業 萩野中学校プレハブ校舎増改築

萩野中学校技術教室棟内外部改修

萩野中学校１線校舎内部改修

萩野中学校器具庫増改築

・三中学校閉校式典挙行事業 萩野、竹浦、虎杖中学校統合に伴う

閉校式典に対する補助

・三中学校統合備品更新事業 中学校統合に伴う備品等の購入

・剣道防具等整備事業 新学習指導要領実施に伴う武道必修化

による剣道防具等の整備

(3)　教育振興費

・スクールバス購入事業 中学校統合に伴うスクールバス２台の購入

(4)　体育施設費

・総合体育館ステージ上部壁面改修事業 総合体育館ステージ上部壁面の張替

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

11款

(301千円)

(50千円)

(1,662千円)

(35,932千円)

(34,468千円)

(70,100千円)

(1,500千円)

(5,626千円)
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