
(1)　一般管理費

・情報基盤推進事業 役場用パソコン等の購入

・町制施行６０周年記念事業 記念式典開催、記念演奏会、記念講演会

キャッチフレーズ募集、フォトコンテスト、記念誌制作

仙台藩元陣屋資料館特別展開催

(2)　企画調整費

・移住・定住促進事業 北海道移住定住促進協議会負担金

・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

(3)　自治振興費

・コミュニティ計画策定事業 地域振興に係る計画策定

(4)　町民活動推進費

・協働のまちづくり推進事業 協働の深化を図るまちづくり研修会の開催

(1)　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

　

･民族共生象徴空間整備促進事業 象徴空間の整備に伴う国等との連絡・連携体制の

強化及び町内関係団体との協力による活性化の

推進

･アイヌ文化基盤強化対策事業 アイヌ文化の調査・研究等に係る運営費補助

　

(2)　児童福祉総務費

・子ども夢・実現プロジェクト事業 「しらおい子ども憲章」の浸透と「子ども未来会議」

の開催

・子ども・子育て支援事業計画策定事業 子ども・子育て支援事業計画の策定

(411千円)

(300千円)

(1,458千円)

一般会計予算における事業費の概要

2款 総 務 費

(29千円)

(4,000千円)

(20,983千円)

(400千円)

(15,000千円)

(50千円)

3款 民 生 費

(242千円)

(130千円)

(1,684千円)
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環境衛生費

(1)　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

(2)　清掃総務費

・浄化槽設置整備事業 浄化槽設置費補助（6基）

水洗化資金貸付・利子補給

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

・農業基盤整備促進事業 暗渠排水整備に伴う工事費用の補助

・北海道青年就農給付金事業 新規就農者（継続２名分）に対する経営支援事業

・ふるさと農園撤去事業 ふるさと農園の閉鎖に伴う撤去工事

(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

(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=11.0ha

・ポロト自然休養林バンガロー修繕事業 バンガロー（５棟）の手摺り・階段等の修繕工事

(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

(3,000千円)

(3,087千円)

(2,372千円)

(465千円)

6款

(6,118千円)

(300千円)

(1,451千円)

(4,508千円)

(3,000千円)

4款

(5,659千円)
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(1)　商工振興費

･食材王国しらおいブランド強化事業 首都圏等における販路拡大・ＰＲ事業

ゆるキャラ作製等に係る補助

･子育て世代・移住者等定住促進支援事業 町有地を購入後、住宅を建築した定住者に対

する補助

･産業（商業・観光）振興計画策定事業 商業・観光振興施策等に係る計画策定事業

･特産品ＰＲ事業 ふるさと納税者に対し特産品等を贈呈

･消費拡大・地域商業活性化事業 プレミアム付き商品券発行に係る補助

(2)　企業誘致費

･首都圏企業誘致フェア開催事業 首都圏における企業誘致フェアの開催

(3)　観光対策費

･観光客誘客推進事業 道内・道外特別誘客活動事業

メディア活動強化事業

虎杖浜温泉観光活性化事業

･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

・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

商 工 費

(25,658千円)

(2,419千円)

(1,824千円)

(96千円)

7款

(2,592千円)

(2,049千円)

(3,700千円)

(5,000千円)

(913千円)

(2,171千円)
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(1)　道路維持費

・町道改修事業 北吉原西通り舗装補修事業

舗装補修工 L=620m W=6.8m

虎杖浜海岸通り舗装補修事業

舗装補修工 L=1,020m W=7.0m

・道路排水処理事業 石山・北吉原道路排水処理工事

Ｕ形トラフの高さ調整、取替

L=80m

(2)　道路新設改良費

･町道整備事業(補助事業) 竹浦２番通り改良舗装事業

改良工 L=100m　W=6.0m＋2.5m

舗装工 L=265m　W=6.0m＋2.5m

用地買収 A=87㎡

ポロト社台線改良舗装事業

舗装工 L=73m　W=5.5m

(3)　交通安全施設整備費

･役場前人道跨線橋改修事業 役場前人道跨線橋補修実施設計

(4)　河川改良費

･河川改修事業（補助事業） ウトカンベツ川河川改修事業

土砂撤去工 L=1,640ｍ　V=16,780㎥

(5)　排水対策費

･北吉原バーデン団地排水施設整備事業 北吉原バーデン団地排水施設整備工事

柵渠工 L=150ｍ　W=0.7ｍ

・メップ川災害対策事業 メップ川河床掘削工事

河床堀削　L=300m　V=1,310㎥

(6)　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

防波堤（西外）　本体　L=８０m

(7)　都市計画総務費

・石山西第２地区特定保留解除事業 市街化区域の編入・用途地域の変更・臨港地区

の指定等

(8)　公　園　費

・白老町都市公園安全・安心対策緊急総合 街区公園整備改修工事

　支援事業 竹浦１号公園の遊具更新

(8,200千円)

(63,540千円)

(9,750千円)

(5,022千円)

8款 土 木 費

(34,669千円)

(1,717千円)

(100,992千円)

(37,300千円)

(5,300千円)

(1,200千円)

26



(9)　住宅管理費

・町営住宅改修事業 竹っこ団地換気設備改修

消　　防　 費

(1)　消防施設費

･高規格救急自動車更新整備事業 高規格救急自動車の更新

(2)　災害対策費

･白老町防災対策推進事業 災害時備蓄品等整備

津波避難施設表示看板設置

土砂災害ハザードマップ作成

地域防災計画改訂

防災訓練、防災研修開催

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に係る利子補給

・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（２名）を配置

・（仮称）食育・防災センター建設事業 （仮称）食育・防災センターの建設

・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

・地域塾開講事業 長期休業期間中、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

・教師塾開講事業 町内教員を対象とした講習会の開催

・スクールソーシャルワーカー活用事業 スクールソーシャルワーカーの配置による生徒

指導・相談活動の実施

・各小中学校給食配膳室改修事業 竹浦小、虎杖小の給食配膳室の増改築工事

白翔中の配送車搬入路の改修(7,388千円)

(5,800千円)

(29,500千円)

(1,080千円)

(1,048,220千円)

(226千円)

10款

(183千円)

(5,895千円)

(2,446千円)

(4,331千円)

9款

(340千円)

(3,198千円)
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(2)　学校管理費

・虎杖小屋内消火栓ポンプ取替え事業 屋内体育館内の消火栓ポンプの取替え

・白老中学校テニスコートフェンス改修事業 白老中学校屋外テニスコートフェンスの改修

(3)　公民館費

・中央公民館正面入口自動ドア改修事業 中央公民館正面入口自動ドアの改修

(4)　体育施設費

・柔剣道場屋根改修事業 柔剣道場屋根の改修

・町民温水プール濾過機改修事業 町民温水プール濾過機の改修

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

(5,368千円)

(378千円)

(23,123千円)

(988千円)

(50千円)

11款

(1,847千円)
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