
(1)　議会費(議会運営に要する経費)

(1)　一般管理費(町行政の一般管理事務に要する経費) 

定例表彰の実施

情報公開制度、文書管理に要する経費

全国町村会総合賠償補償保険経費

庁舎管理、一般事務に要する経費

職員管理、研修の実施

行政改革推進に要する経費

情報化推進に要する経費

国民保護協議会に要する経費

(2)　姉妹都市費(姉妹都市交流に要する経費)

姉妹都市との交流に要する経費

(3)　職員厚生管理費(職員の健康管理、福利厚生に要する経費)

職員定期健康診断、総合健診

(4)　広報広聴費(広報、広聴等業務に要する経費)

町広報紙発行

東京白老会の開催

(5)　財政管理費( 財政管理に要する経費） 

財政事務に要する経費

(6)　会計管理費(会計管理に要する経費)

会計事務に要する経費

(7)　財産管理費(財産管理に要する経費）

行政財産、普通財産の管理

(8)　車両管理費(車両管理に要する経費)

公用車集中管理業務     (町長公用車1台、共用車15台)

(9)　企画調整費(企画調整に要する経費)

拠点都市地域整備等の広域行政の推進

国、道等への要望、陳情の総括

一般会計予算経常経費における特記事項

1款 議 会 費

83,031千円

2款 総 務 費

182,460千円

2,694千円

4,621千円

7,454千円

229千円

2,289千円

2,839千円

8,464千円

647千円
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(10)　総合計画費 (総合計画の推進に要する経費）

総合計画の進行管理

(11)　計画調査費(国土利用計画法事務に要する経費）

国土利用計画法に基づく届出事務

(12)　支所及び出張所費(出張所に要する経費)

萩野・竹浦・虎杖浜出張所の運営

(13)　交通安全対策費(交通安全対策に要する経費）

交通安全指導員    36名

交通安全セットカー管理等

町民交通傷害保険

白老町交通安全町民運動推進委員会等補助

(14)　自治振興費(自治振興に要する経費)

町内会運営費補助

町内会街路灯電気料補助

町内会街路灯設置補助

町内会連合会補助

町内会館火災保険料補助

(15)　町民活動推進費（町民活動の推進に要する経費）

町民まちづくり活動促進センター運営経費

(16)　町営防犯灯管理経費（町営防犯灯の維持管理に要する経費）

(17)　諸費(防犯対策及び町税還付等に要する諸費)

(18)　賦課徴収費(町税の賦課徴収に要する経費)

(19)　戸籍住民基本台帳費(戸籍、住民基本台帳に要する経費)

(20)　選挙管理委員会費(選挙管理委員会の運営に要する経費)

(21)　参議院議員選挙経費

(22)　統計調査総務費（各種統計調査事務に要する経費）

(23)　指定統計費(指定統計調査等)

(24)　監査委員費（監査の執行に要する経費）

21千円

69千円

391千円

5,153千円

29,885千円

(12,420千円)

(8,275千円)

(308千円)

(8,184千円)

(208千円)

1,939千円

15,242千円

5,455千円

12,241千円

4,602千円

766千円

9,745千円

28千円

3,399千円

1,812千円
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(1)　社会福祉総務費(社会福祉対策に要する経費)

消費者啓発・啓蒙・消費生活相談

白老消費者協会補助

白老町民生児童委員協議会補助

白老町社会福祉協議会補助

火災等被災世帯見舞金

白老町戦没者追悼式

循環福祉バス(元気号）運行事業

(2)　老人福祉費(老人福祉対策に要する経費)

介護予防生活支援事業

高齢者クラブ連合会運営補助

高齢者事業団育成事業補助

長寿祝金支給事業 99歳(白寿）  円

100歳以上  祝   品

施設入所者措置費支弁

　(養護老人ホーム)

地域包括支援センター運営事業

後期高齢者医療給付費負担金

全道178市町村負担金 60,333,601千円

75歳以上

65歳～74歳障がい者

介護保険事業特別会計繰出金

特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

事務費

広域連合負担金(保険料軽減)

                内訳 広域連合負担金(連合運営)

(3)　身体障害者福祉費(障害福祉に要する経費)　

障害程度区分判定等審査会

自立支援医療費扶助

障害者生活介護給付費

障害者居宅介護給付費

障害者短期入所介護給付費

児童デイサービス介護給付費

障害者施設訓練等給付費

障害者自立訓練給付費

知的障害者共同生活援助、共同生活介護給付費

身体障害者（児）補装具費支給

腎臓機能障害者通院支援事業

重度身体障害者(児)タクシー料金扶助

腎臓機能障害者等通院交通費助成

3款 民 生 費

54,236千円

640,170千円

(1,736千円)

(2,040千円)

(1,697千円)

(300千円) 50,000

(18,406千円)

(12,823千円)

(242,459千円)

対象者
3,166人 

3,365人
199人 

(258,985千円)

(23,147千円)

(75,010千円)

内訳

2,670千円

65,781千円

6,559千円

589,411千円

(779千円)

(35,942千円)

(150,200千円)

(15,333千円)

(672千円)

(9,036千円)

(164,878千円)

(2,886千円)

(65,228千円)

(9,732千円)

(9,755千円)

(636千円)

(825千円)
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重度心身障害者医療費助成

障害者

障害老人

障害者団体活動補助、コミュニケーション支援事業、日中一時支援事業、生活サポート事業、

移動支援事業、入院時コミュニケーション支援事業、地域活動支援センター活動支援、

日常生活用具等給付、更生訓練費給付、在宅障害者配食サービス事業、

地域自立支援協議会、相談支援充実・強化事業

(4)　乳幼児福祉費(乳幼児福祉に要する経費)

対象人数 0歳～就学前 入院、通院

 小学1年生～小学6年生 入院

(5)　国民年金費(国民年金業務に要する経費)

国民年金事務経費

(6)　総合保健福祉センター管理運営費

(総合保健福祉センター管理運営に要する経費)

(7)　福祉館費(福祉館の管理に要する経費)

福祉館 ２館

北吉原ふれあいプラザ

(8)　アイヌ施策推進費(アイヌ施策の推進に要する経費)

生活館の管理及び活動推進事業（８館）

北海道アイヌ協会白老支部補助

アイヌ文化調査研究及び学習活動助成

(9)　児童福祉総務費(児童福祉に要する経費)

保育行政事務

子ども育成推進経費

子育てふれあいセンター管理運営

フッ化物洗口事業経費

(10)　児童措置費(児童手当等の支給に要する経費)

児童手当（月額15,000円（0歳～3歳未満、3歳～小学校修了前の第3子）、

  月額10,000円（3歳～15歳））

　支給人数 1,581人 0歳～3歳未満 288人

3歳～小学校修了前 887人

中学生 399人

所得制限対象者 7人

(11)　ひとり親家庭等福祉費(ひとり親家庭福祉に要する経費)

ひとり親家庭等医療費助成

親

児童

(64,641千円)

対象人数
250人 

416人 

13,050千円

579人 

576人 

748千円

41,024千円

2,198千円

13,952千円

5,713千円

216,000千円

9,579千円

対象人数
238人 

645人 
407人 

定員 50名

定員 50名
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(12)　児童福祉施設費(保育園の管理運営に要する経費)

保育園設置管理の状況(平成25年2月1日現在) (単位　人)

(13)　子ども発達支援センター費(子ども発達支援センターの管理運営に要する経費)

子ども発達支援センター事業(子育て支援、児童居宅生活支援)

地域療育推進体制整備事業

(14)　児童館費(児童館の維持・管理運営に要する経費)

児童館 ２館

環境衛生費

(1)　地域保健費(地域保健の推進に要する経費）

生活習慣病健診 受診予定人数 (生活保護者）

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

感染症予防対策 結核検診

肝炎ウイルス検診

乳幼児健康診査 4ヶ月児乳児健診

10ヶ月児乳児健診

1歳6ヶ月児健診

3歳児健診

妊婦一般健康診査 一般診査

超音波検査

地域保健医療推進経費　(4,811千円）

高齢者健康診査 健康診査予定人数

国民健康保険事業会計繰出金

福祉医療費波及増による経費

事務費負担金分

出産育児一時金補填分

財政安定化支援補填分

保険基盤安定に対する経費(軽減費等)

未熟児養育医療給付事業経費 (1,811千円)

181,024千円

はまなす 海の子 小計 （社）緑丘
（学）

白老小鳩

45 105 70 60

町　立　保　育　園 私立保育園
広域 合計

235

3歳未満児 20 15 35 25 40 0 100

60

  3   歳   児　 6 10 16 7 22 1 46

4歳以上児 26 15 41 37 24 0 102

計 52 40 92 69 86 1 248

4,064千円

3,392千円

4款

262,210千円

20人 

総 合 健 診 1,000人 

が ん 検 診 360人 

420人 

340人 

250人 

470人 

565人 

295人 

80人 

80人 

80人 

80人 

80人 

80人 

600人 

(220,617千円)

25,798千円

24,158千円

6,720千円

内訳 62,595千円

101,346千円

年齢別
定員

施設区分
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(2)　健康づくり費(健康づくりの推進に要する経費)

(3)　予防費(感染症、予防接種に要する経費)

三種混合(百日咳、ｼﾞﾌﾃﾘｱ、破傷風)

各種予防接種 ジフテリア（Ⅱ期）

急性灰白髄炎(ポリオ)

麻しん・風しん混合

BCG

インフルエンザ

インフルエンザ（後期高齢被保険者）

ヒブ

小児用肺炎球菌

子宮頸がん

(4)　環境衛生諸費(環境衛生の改善等に要する経費)　

環境行政の推進

有害昆虫・鳥獣駆除対策

生活衛生対策

畜犬登録、狂犬病対策

愛がん動物管理対策

環境美化対策

資源リサイクル推進

(5)　公害対策費(公害対策に要する経費)

大気汚染測定 1ヶ所　常時

騒音・悪臭対策 （悪臭）測定事業所 4物質、7物質、8物質、排出水

河川水、事業所排水水質一般項目調査 随時11地点

河川水、事業所排水有害物質の調査 河川水等11地点、事業所1地点

白老川、白老海域水質の調査 白老川3地点、白老海域9地点

ゴルフ場排水分析調査 年2回

(6)　火葬場費(火葬業務に要する経費)

火葬場の管理運営

(７)　墓園費(霊園及び町有墓地管理に要する経費)

白老霊園及び町有墓地の管理運営

(8)　清掃総務費(清掃行政に要する経費）

清掃行政事務経費

一般廃棄物有料化経費

(9)　塵芥処理費(ごみ処理業務に要する経費)

環境衛生センター運営経費

ごみ収集経費

一般廃棄物広域処理経費

バイオマス燃料化施設管理運営経費

249千円

20,746千円

120人 

120人 

200人 

240人 

100人 

300人 

1,790人 

123人 

130人 

78人 

12,684千円

(5,907千円)

(1,893千円)

(1,660千円)

(558千円)

(913千円)

(1,370千円)

(383千円)

4,877千円

4,153千円

2,533千円

14,741千円

(1,807千円)

(12,934千円)

489,874千円

(37,988千円)

(86,392千円)

(118,260千円)

(247,234千円)
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(10)病院事業費(白老町立国民健康保険病院事業会計への繰出)

病院施設の建設改良に要する経費 (企業債元金)

〃 (企業債利子)

不採算地区病院の運営に要する経費

　　内訳 経営健全化対策に要する経費

救急医療の確保に要する経費

保健衛生行政事務に要する経費

医師等の研究研修に要する経費

病院事業会計に係る追加費用に要する経費

基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費

児童手当に要する経費

小児医療に要する経費

医師確保対策に要する経費

(1)　労働諸費(労働行政管理に要する経費)

勤労者生活資金貸付金 預託原資 800千円(2倍の運用)

貸付限度 1件当たり　600千円

貸付期間 5ヵ年以内

勤労者福祉活動推進事業補助金

(２)　経済センター施設管理経費

しらおい経済センター施設管理 指定管理委託料、火災保険料　　

農林水産業費

(1)　農業委員会費(農業委員会に要する経費)

(2)　農業総務費(農業の指導、対策に要する経費)

(3)  農業振興費（農業の振興に要する経費）

大家畜経営活性化資金利子補給

農業経営基盤強化資金利子補給

町民ふるさと農園の管理

(4)　畜産業費(畜産業の振興に要する経費)

町営牧野の運営管理経費

白老牛肉まつり事業補助

(5)　林業振興費（林務振興に要する経費）

林務行政事務経費

(6)　白老ふるさと2000年の森管理費

(白老ふるさと2000年の森の管理運営に要する経費)

453,059千円

15,984千円

188千円

140,068千円

145,525千円

83,780千円

3,813千円

2,531千円

8,429千円

7,775千円

3,300千円

20,291千円

21,375千円

5款 労 働 費

1,218千円

(300千円)

2,801千円

6款

2,999千円

2,349千円

1,701千円

(15千円)

(1,048千円)

(638千円)

3,339千円

(2,439千円)

(900千円)

804千円

8,410千円
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(7)　水産振興費（水産業の振興に要する経費）

漁業近代化資金利子補給

救難所運営経費

水産業漁村振興対策事業経費

(1)　商工振興費（商工業の振興に要する経費）

商工振興対策経費

白老町商工会運営費補助

特産品普及イベント及び物産交流関係経費

中小企業振興資金貸付金

中小企業振興資金貸付金

中小企業振興資金貸付金信用保証料補給金

(2)　企業誘致費(企業誘致に要する経費)

企業現地視察、企業訪問

企業信用調査の実施

企業誘致促進宣伝広告

企業立地助成金(固定資産税相当額、下水道受益者負担分)

企業誘致促進住宅管理

工業団地分譲・維持管理

その他企業誘致活動経費

(3)　観光対策費(観光対策に要する経費)

インクラの滝及び倶多楽湖(トイレ含む)清掃

ポロト公衆トイレ維持管理

観光、イベント宣伝(観光誘客キャンペーン等)

観光協会運営費補助(24,051千円)

9,121千円

(2,723千円)

(500千円)

(5,000千円)

7款 商 工 費

114,910千円

(1,876千円)

(22,609千円)

(2,385千円)

(88,040千円)

88,000千円

中小企業振興資金貸付金

町委託分

預 託 原 資 88,000千円

融 資 枠 220,000千円(預託原資の2.5倍)

貸 付 条 件
　運転資金　　10,000千円以内

　設備資金　　30,000千円以内

貸 付 期 間
　運転資金　　7年以内

　設備資金　　15年以内

償 還 方 法
　運転資金　　据置期間6ヶ月以内

　設備資金　　据置期間1年6ヶ月以内

40千円

6,172千円

27,616千円
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(1)　土木総務費（土木行政に関する経費）

土木管理業務

道路台帳経年変化作成 0.3km

その他土木管理業務

(2)　道路維持費（町道の維持管理に要する経費）

町道の維持管理

舗装道路の清掃 90H

雨水桝及び側溝の清掃 100H

舗装補修用合材 270t

除雪重機借上 40台 10H分

町道補修用砂利 1,320m
3

その他道路維持管理業務

(3)　町道整備事業事務経費（町道の整備に要する事務経費）

(4)　橋梁維持費（橋梁の維持管理に要する経費）

(5)　交通安全施設整備費（交通安全施設の維持管理に要する経費）

交通安全施設の維持管理

区画線設置 L=9.8㎞

その他交通安全業務

(6)　河川総務費（河川行政及び維持管理に要する経費）

河川の維持管理

樋門樋管操作委託 8ヶ所

その他河川維持管理業務

(7)　排水対策費（排水対策に要する経費）

排水施設の維持管理

排水路草刈 A=31,500㎡

その他排水施設の維持管理業務

(8)　港湾管理費(港湾の管理に要する経費)

港湾利用促進経費

白老町地方港湾審議会 委員　12名　1回

港湾施設管理経費  

港湾関連施設用地分譲事業経費

(9)　港湾建設費（港湾建設事務に要する経費）

港湾建設事務経費

港湾施設機能整備事業特別会計繰出金

8款 土 木 費

694千円

80,594千円

2,046千円

477千円

3,600千円

1,669千円

5,421千円

9,329千円

26,306千円

(25,960千円)
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(10)　海岸保全費(海岸保全施設の管理に要する経費)

(11)　都市計画総務費(都市計画に要する経費)

都市計画審議会

地籍及び現況データ修正業務

都市計画策定等事務費

(12)　公共下水道費(公共下水道事業特別会計繰出金)

下水道総務費(水洗便所等普及費等）

下水道維持管理費（雨水・不明水処理費）

処理場管理費（雨水・不明水・し尿処理費）

内訳 下水道施設費（合流改善事業費等）

公債費元金（長期債元金償還金）

公債費利子（長期債利子償還金）

(13)　公園費(公園の管理に要する経費)

公園草刈 25ヶ所

萩の里自然公園維持管理 　

その他公園維持管理業務

(14)　住宅総務費(開発行為及び建築指導に要する経費)

(15)　住宅管理費(町営住宅等の維持管理に要する経費)

管理戸数 951戸

一般、緊急、入退居修繕

　 一般、緊急修繕 500戸

　 入退居修繕 70戸

(1)　常備消防費(常備消防活動に要する経費)

(2)　非常備消防費(非常備消防団活動に要する経費)

5分団(定員130名)

(3)　消防施設費(消防施設の維持管理に要する経費)

消火栓修繕

(4)　災害対策費(防災対策に要する経費)

災害対応経費

防災会議運営経費

防災センター管理経費

防災行政無線（同報系）管理経費

51千円

1,017千円

551,690千円

7,517千円

15,057千円

57,968千円

30,388千円

322,734千円

118,026千円

11,207千円

348千円

29,092千円

9款 消 防 費

20,480千円

12,919千円

消 防 団

310千円

5,593千円
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(1)　教育総務費(教育委員会、事務局、財産管理、指導厚生等に要する経費)

①　教育委員会費

②　事務局費

③　財産管理費

教職員住宅修繕 40戸

入退居及び小破修繕

共済住宅購入年賦金 1戸

④　指導厚生費

学校職員健康診断

血圧、尿、胃ﾊﾞﾘｳﾑ、胸部X線、血液、心電図、聴力、人間ﾄﾞｯｸ

教職員研修

⑤　諸費

私立高等学校に要する経費

北海道栄高等学校運営費助成　　　

フッ化物洗口事業経費

(2)　小学校費(小学校教育に要する経費)

①　学校管理費 小学校　6校

小学校施設管理

児童健康診断 内科検診、歯科検診、眼科検診、尿、寄生虫卵検査

結核検診、耳鼻咽喉科検診、心臓病検診

②　教育振興費

教育振興一般

校外学習活動、遠距離通学費補助

就学援助、特別支援教育就学奨励

姉妹校交流事業補助

(3)　中学校費(中学校教育に要する経費)

①　学校管理費 中学校　2校　　　　

中学校施設管理

スクールバス運行

生徒健康診断 内科検診、歯科検診、眼科検診、尿検査、結核検診

耳鼻咽喉科検診、心臓病検診

②　教育振興費

教育振興一般

遠距離通学費補助、中学校体育連盟補助、進路指導補助

就学援助、特別支援教育就学奨励

姉妹校交流事業

教育支援センター運営

剣道防具等整備

10款 教 育 費

1,591千円

7,052千円

4,483千円

3,368千円

3,137千円

83,480千円

17,184千円

51,846千円

16,641千円
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(4)　幼稚園費(幼稚園に要する経費)

私立幼稚園運営費助成 1,200千円

園児一人当たり　　12,000円

私立幼稚園入園料助成 450千円

私立幼稚園就園奨励費助成 8,081千円

(5)　社会教育費(生涯学習に要する経費)

①　社会教育総務費

社会教育行政事務経費　（社会教育委員12名）

社会教育事業委託

放課後児童対策事業

文化賞・スポーツ賞表彰経費

みんなの基金事業経費

芸術文化活動運営経費

青少年、女性教育推進経費

②　公　民　館　費

各公民館、各コミセン管理・運営

萩野公民館指定管理委託

③　図　書　館　費

図書館管理・運営

図書資料の充実整備

図書購入 1,500冊程度(平成25年1月末現在蔵書数　66,859冊)

移動図書館車の運行

読書普及活動

子ども読書手帳の発行 町内全小学生対象

読書感想文の募集 町内小中学生から読書感想文を募集、優秀作品を表彰、

文集の発行

図書館１日司書 小学生2名を1日司書に任命、貸出業務等を体験

おはなしランド 4月～3月　年12回　絵本の読み聞かせ、紙芝居等

おはなしﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修 読み聞かせボランティアの研修、視察等

④　文化財保護費

史跡白老仙台藩陣屋跡管理 草刈、清掃、樹木管理

白老民族芸能保存会等活動費補助

文化財等運営審議会　（委員５名）

⑤　仙台藩白老元陣屋資料館管理費

資料館管理・運営

資料館友の会活動費補助

⑥　高齢者学習センター費

高齢者学習センター管理・運営

高齢者教室事業 学生約200人

定例講座、各学年・クラブ活動、世代間交流事業等

16クラブ(陶芸、ｺｰﾗｽ、ﾀﾞﾝｽ、器楽、書道、民謡、文芸、舞踊、詩吟

ｶﾗｵｹ、水泳、園芸、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ、卓球､軽ｽﾎﾟｰﾂ､ﾋﾞﾘﾔｰﾄﾞ)

9,731千円

17,272千円

27,939千円

11,008千円

2,502千円

5,684千円

3,113千円
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⑦　青少年センター費

青少年問題協議会 委員　7名

青少年センター運営委員会 10名

青少年指導員  12名

相談、指導活動

青少年健全育成啓蒙活動

白老町青少年育成町民の会補助

白老町子ども会連合会補助

社会を明るくする運動白老地区実施委員会補助

(6)　保健体育費(保健体育に要する経費)

①　保健体育総務費

スポーツ推進委員活動事業 委員17名

団体支援補助 2団体へ補助(体育協会、スポ・レク推進連合会)

その他(児童・生徒スポーツ大会派遣)

②　体育施設費

体育施設維持管理経費

体育施設指定管理経費

白老町体育施設指定管理委託

（総合体育館、町営野球場、陸上競技場、桜ケ丘公園、テニスコート群、

　町民ふれあい広場、森野スキー場）

白老町北吉原はまなすスポーツセンター、北吉原運動広場指定管理委託

白老町民温水プール指定管理委託

(7)　給食センター費(給食センター管理運営に要する経費)

①　給食センター管理運営費

(1)　元金及び利子（町債等の償還に要する経費）

　

　

(1)　給与費（職員等の給与に要する経費）

563千円

(225千円)

(120千円)

(17千円)

13,707千円

65,594千円

1,300千円

64,294千円

60,697千円

12款 公 債 費

1,929,331千円

地方債元金償還金 (1,711,444千円)

地方債利子償還金 (215,378千円)

一 時 借 入 金 利 子 (2,000千円)

基金繰替運用利子 (509千円)

13款 給 与 費

1,816,016千円
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(1)基金管理費(基金管理に要する経費)

財政調整基金、教育関係施設整備基金、体育振興基金、教育振興基金、

農業振興基金、海外交流基金、商工業振興基金、社会福祉基金、文化振興基金、

緑化基金、町債管理基金、水産業振興基金、みんなの基金、都市公園づくり基金、

役場庁舎建設基金、退職手当追加負担金基金、石油貯蔵施設立地対策等基金、

住民生活に光をそそぐ交付金基金の各積立金

14款 諸 支 出 金

53,780千円

15款 予 備 費 6,050千円

内訳内訳内訳内訳
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