
平成３１年度当初予算の概要 

白 子 町 

１．総括 

平成３１年度一般会計当初予算の総額は、前年度に比べ０．５％（２，３００万円）

増の４６億９，８００万円となりました。

歳入の町税収入については、納税義務者数の減少による個人町民税の減収が見込ま

れるものの新築家屋の増加や企業の設備投資による固定資産税の増収や税制改正に

伴う軽自動車税の増収が見込まれ、対前年度当初比３，０００万円（２．５％）増の

１２億２４００万円、地方交付税は、前年度当初予算と同額の１２億６，０００万円、

国庫支出金は、対前年度当初比６，２００万円（１８．１％）減の２億８，３００万

円を見込んでいます。

町債発行額は、道路整備事業債の減により対前年度当初比１億１，７００万円（３

３．７％）減の２億２，９００万円で、平成３１年度末の町債残高見込みは、４４億

２，１００万円、財政調整基金繰入金は対前年度比１，０００万円（２．７％）減の

３億６，３００万円で平成３１年度末の残高見込みは６億７，７００万円となってい

ます。

 歳出の主なものにつきましては、国の地方創生推進交付金を活用し、健幸まちづく

りに向けた成果連動型手法(SIB)を活用した自治体連携ヘルスケアサービス構築事業

[健幸ポイント事業（２年目）]（３，０２０万円）、移住定住施策推進事業（８００万

円）、観光活性化事業（７５０万円）などの経費を計上した［元気な町創生事業（３年

目）］、「白子町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけた事業の目に見える展開

を図るほか、地籍調査事業（１億６，３３０万円）、県営湛水防除事業（２，７１０万

円）、橋梁長寿命化修繕事業（２，７００万円）などの経費を計上しています。

【その他の新規事業】 

○ ふるさと住民票事業（９０万円）

○ 合併浄化槽設置整備事業（１８０万円）

○ 子どもインフルエンザ予防接種事業（２９０万円）

○ 自然公園遊具設置事業（４２０万円）

○ 防災ハンドブック製作事業（２５０万円）

○ 防災士養成事業（２０万円）

○ 緊急避難施設整備事業（白潟地区）（５００万円）
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２．主な事業と予算額

Ⅰ　地方創生の更なる推進

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

継続 移住・定住推進事業 8,453

　受け皿として整備した短期滞在型施設を活
用し、移住に向けた勧誘等の施策を実施す
る。
　また、空き家バンク等を充実させ登録の促
進を強化する。

総務課

継続

健幸まちづくりに向けた成
果連動型手法(SIB)を活用し
た自治体連携ヘルスケア
サービス構築事業（健幸ポ
イント事業）

30,234

　SIBを活用したヘルスケアサービス構築事
業として３市町の広域連携により実施する。
　成人人口の約1割の参加を目標に、健康無
関心層を行動変容させるヘルスケア事業（健
幸ポイントプログラム、生活習慣病予防プロ
グラム等）を、特別目的事業体（SPC）に委
託して行う。
　委託に際しては、5年間のKPI（参加者数・
継続率・身体活動量・医療費抑制額・介護リ
スク抑制率等）を設定し、その達成度合に応
じた成果報酬型の契約とする。
【実施自治体】
白子町（人口約1.1万人）
兵庫県川西市（人口約16.0万人）
新潟県見附市（人口約4.1万人）

健　康
福祉課

継続 町民の健康づくり増進事業 7,000

　前年度までに開発したリズムダンスを中心
に、ポイント付与によらない、ショーウイン
ドウ効果や意外性・話題性から行動変容を促
す新しい仕組みでの事業を開始する。無関心
層を取り込むため、インフルエンサー育成施
策及び子どもの健康づくりも併せて行う。

健　康
福祉課

継続 食を通じた健康推進事業 3,500

　げんき調味料の販売に向けた製品の改良、
民間企業との製造･販売スキームの検討、及
び販売促進に向けた施策実施。また新しい調
味料等の販売･ラインナップ化に向けた検討
を実施する。（6次産業化）

健　康
福祉課

継続 観光活性化事業 7,500
　未訪問客に向けたプロモーションの実施を
行うとともに、体験型ツアーの実施や観光イ
ンストラクターの育成を行う。

商　工
観光課

（単位：千円）
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区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

継続 バス通学定期運賃補助事業 6,485
　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、
高等学校等へバスで通学する学生の保護者に
対し定期乗車券購入費用の一部を補助する。

総務課

継続
住宅対策総務事業
（若者定住促進住宅取得奨
励補助金）

8,500
　定住促進を図るため、新築住宅を取得する
若者に対し奨励金を交付する。

建設課

継続
住宅対策総務事業
（木造住宅耐震診断・耐震
改修工事補助金）

580
　震災に強いまちづくりを推進するため、木
造住宅の耐震診断及び改修工事に要する費用
の一部を補助する。

建設課

継続
住宅対策総務事業
（住宅リフォーム補助金）

3,400

　生活環境の向上及び定住促進を図るため、
町内施工業者により住宅のリフォーム工事を
行った者に対し工事に要する費用の一部を補
助する。

建設課

Ⅱ　子育て支援の充実

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

新規 予防接種事業 2,874
　6ヶ月から15歳までの子どもを対象にイン
フルエンザ予防のための接種費用を助成す
る。

健　康
福祉課

新規 集団施設管理事業 4,200
　白子自然公園施設内の公園遊具の充実を図
るため、複合遊具の設置をする。

商　工
観光課

拡充 保育所児童福祉施設事業 3,946
　白潟保育所及び関保育所のホールに冷暖房
機器を設置する。

住民課

継続
母子保健事業
（妊婦一般健康診査助成）

1,658

　妊婦健康診査に係る公費負担の助成制度を
拡充し妊婦の健康管理及び経済的負担軽減を
図る。
　妊婦一般健康診査において、受診票を使用
して受診した際に生じたその自己負担額につ
いて1回につき2,000円を上限とし、14回分を
助成する。

健　康
福祉課

（単位：千円）
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Ⅲ　産業振興

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

継続 県営湛水防除事業 27,112
　湛水被害を生じるおそれのある地域の排水
施設等を整備する。（県営事業負担金）

産業課

継続 県営農村地域防災減災事業 12,600

　農村地域の防災力の向上を図るため、県営
事業において排水機場及び排水路等の整備改
修を行い、相応分を負担金支出し、地域の生
活及び農業経営の安定を図る。

産業課

継続
農業次世代人材投資交付事
業

4,500

　次世代が担う農業者になることを志向する
新規就農者に対して、経営が不安定な就農直
後の所得を確保する給付金を給付し、支援を
行う。

産業課

継続

園芸振興事業
（輝け！千葉の園芸」次世
代産地整備支援事業補助
金）

3,833
　認定農業者等に対し、安定生産や品質向上
を図るための生産施設や省力機械等の整備費
用を補助する。

産業課

継続
商工業振興事業
（創業支援補助金）

2,000
　町の活性化を図るため、町内で事業を開始
する法人または個人事業者に対し創業に係る
費用の一部を補助する。

商　工
観光課

継続
観光振興事業
（温泉施設整備事業補助
金）

1,980
　白子温泉の泉質の向上、各ホテル温泉施設
の維持費軽減を図るためホテル組合に対し、
温泉基地のろ過機の改修費用を補助する。

商　工
観光課

Ⅳ　防災対策

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

新規 緊急避難施設整備事業 5,000
　白潟地区へ緊急避難施設を整備するための
地質調査及び設計業務を実施する。

総務課

新規
災害対策事業
（防災ハンドブック作成業
務）

2,486

　地震等の自然災害への備えや対策、避難所
マップなどを盛り込み、防災について町民の
皆様に分かりやすく伝え、防災意識の向上と
自助・共助による防災体制の強化につなげら
れるようハンドブックを作成する。

総務課

（単位：千円）

（単位：千円）
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区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

新規
災害対策事業
（防災士養成講座負担金）

200

　地域における防災力の向上の担い手となる
人材を育成し、災害に強いまちづくりを推進
するため防災士の資格取得に対する補助を行
う。

総務課

継続
災害対策事業
（避難誘導灯設置工事費）

4,950
　災害時に安全な避難誘導をするため、指定
避難所に誘導灯を設置する。

総務課

Ⅴ　教育の充実

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

継続 小中学校特別教育支援事業 20,900
　きめ細かな学習指導体制を構築するため中
学校に学習支援員を配置する。

教育課

継続
教育ＩＣＴ推進事業
（小・中学校）

18,800
　ICTを活用した情報教育の充実を図るため
に導入したタブレットPC等の活用を図る。

教育課

継続 外国語指導助手事業 4,800

　国際化社会に対応できる大人になれるよ
う、小中学校での外国語指導助手を増員する
とともに英語が堪能な日本人講師も配置し、
新学習指導要領に先駆けて外国語教育の充実
を図る。

教育課

継続 中学生海外派遣事業 2,731

　町の将来を担う中学生に異国の文化や生活
習慣等を体験させることを通じ、国際的な視
野を持った地域で活躍できる人材を育成す
る。

教育課

継続
放課後子供プラン推進事業
（土曜・サマースクール）

1,311
　休日の有効活用と学力向上を目的に土曜ス
クール及びサマースクールを実施する。

生　涯
学習課

Ⅵ　その他

区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

継続
家庭用防犯カメラ等設置事
業

850

　犯罪に対する抑止力の向上を図り、安全で
安心なまちづくりを推進するため、防犯カメ
ラを設置する者に対し、その購入及び設置に
かかる費用の一部を補助する。

総務課

新規 ふるさと住民票発行事業 900

　町出身者など、すでにある関係性を続き易
くし、また、ふるさと応援寄付者等のこれま
で関わりのなかった人たちと新たに関係性を
つくり、愛着を深めてもらえるような関係性
をつくるために「ふるさと住民票」を発行す
る。

総務課

（単位：千円）

（単位：千円）
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区分 事　業　名 事業費 事　業　内　容 担当課

拡充
合併処理浄化槽設置整備事
業

1,800

コミニティ・プラント処理区域外におい
て、新たに小型合併処理浄化槽を設置した際
の補助を追加し、水質汚濁並びに地下水汚染
防止を図る。

環境課

新規 橋梁長寿命化修繕事業 27,000

　道路交通の安全性を確保するため、町内の
橋梁において目視等による点検を実施し、そ
の結果に基づいた長寿命化修繕計画により２
橋の修繕工事をを行う。

建設課

継続 地籍調査事業 163,345
　土地利用の状況把握や地域経済の活性化を
促進するため地籍調査を実施する。
（剃金地区　7.57㎢　4,362筆）

建設課

・国民健康保険事業特別会計　　１，５３８，０１４千円

・後期高齢者事業特別会計 　 １４５，６０１千円

・介護保険事業特別会計 １，３３１，６６５千円

・休養施設事業特別会計 　５，３６８千円

・ガス事業特別会計 ３７９，７５２千円

Ⅶ　特別会計予算規模
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