


会計区分 伸び率％

一般会計 34 億 7,450 万円 34 億 1,833 万円 1.6％

国民健康保険 11 億 4,209 万円 11 億 9,257 万円 △4.2％

介護保険 3 億 1,585 万円 2 億 7,992 万円 12.8％

老人保健 15 万円 14 万円 7.1％

後期高齢者 4,845 万円 4,974 万円 △2.6％

診療所 2 億 7,673 万円 3 億 1,172 万円 △11.2％

水道 3 億 5,587 万円 4 億 2,548 万円 △16.4％

合計 56 億 1,364 万円 56 億 7,791 万円 △1.1％

H22年度 H21年度

※数値については、千円未満を四捨五入にて端数処理しておりますので、計算が合わない場合があります。
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項目
町税 6 億 6,889 万円
分担金及び負担金 4,046 万円
使用料及び手数料 1 億 7,920 万円
財産収入 3,201 万円
繰入金 68 万円
繰越金 0.1 万円
諸収入 3,461 万円
地方譲与税 2,392 万円
利子割交付金 312 万円
配当割交付金 94 万円
株式等譲渡所得割交付金 64 万円
地方消費税交付金 6,942 万円
自動車取得税交付金 610 万円
地方特例交付金 384 万円
地方交付税 18 億 9,966 万円
交通安全対策特別交付金 60 万円
国庫支出金 1 億 3,235 万円
道支出金 1 億 3,178 万円
寄附金 10 万円
町債 2 億 4,620 万円

計
※数値については、千円未満を四捨五入にて端数処理しておりますので、計算が合わない場合があります。
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歳出 内容
議会費 3,056 万円 議員の報酬や議会活動のための経費

総務費 6 億 7,039 万円 財産管理・町税事務や消防署運営などの経費
民生費 4 億 5,210 万円 老人や身障者の福祉などの経費

衛生費 5 億 6,952 万円 保健、合併浄化槽、ゴミ等の環境対策の経費

農林水産業費 5,830 万円 農林・水産業の振興や深層水活用等の経費

商工費 9,063 万円 商工業・観光振興や世界自然遺産の保護管理等の経費

土木費 6,333 万円 道路整備、維持補修や除雪等の経費

教育費 2 億 4,333 万円 小中学校や社会教育、体育館事業等の経費

公債費 4 億 7,310 万円 事業を行うために借りたお金の償還金

職員費 8 億 1,824 万円 職員の人件費

予備費 500 万円 災害等突然必要となった場合の予備費

計 34 億 7,450 万円

予算額

※数値については、千円未満を四捨五入にて端数処理しておりますので、計算が合わない場合があります。
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社会福祉関係 3 億 9,327 万円

保健医療関係 6,395 万円

保健予防関係 1,260 万円

健康指導関係 724 万円

国保医療関係
（国保会計） ※ 参考

介護保険関係
（介護会計）

戸籍関係 358 万円 戸籍及び住民基本台帳に関すること等

住民関係 5,864 万円

交通安全関係 131 万円 交通安全に関すること等

税務関係 720 万円 町税の賦課徴収や滞納処分に関すること等

国民健康保険に関すること

介護保険に関すること

町有バスの運行・国民年金・防犯に関すること等

児童手当や身体障害者福祉に関すること等

乳幼児・母子・身体障害者・老人医療給付に関すること等

各種予防接種に関すること等

母子手帳や生活習慣病予防に関すること等

各種がん検診の個人負担を引き下げました！

交通事故に気をつけましょう。

「公平・公明・公正」の観点のもと
に、滞納整理を実施します。
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経理関係 170 万円
収入支出に関すること

出納関係 13 万円

総務・法制関係 4 億 7,311 万円 庁舎内外の管理及び法規等の管理に関する業務

北方領土対策関係 537 万円 北方領土対策に関すること

防災関係 603 万円

職員厚生関係 8 億 2,326 万円 町職員に関すること等

管財関係 3,477 万円 町有財産の管理等

企画振興関係 951 万円 町の総合計画や施策の推進に関すること

広報統計関係 430 万円 広報誌の発行や各種統計調査の実施等

財政関係 4 億 8,032 万円 財政計画や予算の編成に関すること

車両関係 1,131 万円 車両管理や点検整備、修理等

情報管理関係 2,166 万円

選挙管理委員会 1,077 万円 選挙に関すること

衛生関係 5 億 1,950 万円

施設管理関係 3,185 万円 総合運動公園・町民温水プール等の維持管理

自然保護関係 1,695 万円 世界自然遺産や自然保護に関すること等

防災対策及び防災行政無線システムに関すること

コンピューター・町ホームページに関すること

一般廃棄物・合併処理浄化槽・し尿処理に関すること等

財政の健全化に向け努力します。

ゴミの分別にご協力お願いします。
さわやかな「生活環境」の推進をめざし
ます。
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水産振興関係 4,207 万円 漁港・海岸保全や水産振興に関すること等

農林関係 3,039 万円 農林行政の総合調整や治山事業に関すること等

商工観光関係 4,925 万円 商工行政や観光行政総合調整に関すること等

海洋深層水関係 267 万円 海洋深層水に関すること

建築関係 1,258 万円 町営住宅や建物の建築指導に関すること等

土木管理関係 6,333 万円 道路、橋や道路の消融雪等に関すること

地熱関係 1,985 万円 地熱施設の維持や温泉供給に関すること等

水道関係 ※ 参考 水道事業に関すること
（水道会計）

議会事務局 3,056 万円 議会運営に関すること等

監査委員事務局 133 万円 会計監査に関すること等

● 一般会計から各会計へ繰り出している金額です。

国民健康保険会計 万円

介護保険会計 万円

老人保健会計 万円

後期高齢者会計 万円

国保診療所会計 億 万円

水道会計 万円

9,178

5,334

8

1,493

1,817

6,153

1

クリーンエネルギーの持続的な利活用のた
め、安定した温泉供給の確保に努めます。

「産業活性化プロジェクト」の取り組みを推し進め、
地域産業の活性化・地域活力の再生を目指します。
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総務管理関係 9,720 万円 学校や幼稚園の管理運営に関すること等

学校教育関係 2,862 万円 教育事務の総合調整に関すること等

社会教育関係 491 万円 幼児・少年・家庭・青年・成人
女性・高齢者の教育に関すること等

スポーツ振興関係 318 万円 スポーツの普及振興や指導に関すること等

施設管理関係 1,176 万円 体育館の管理及び運営に関すること

業務関係 1,318 万円

図書関係 235 万円

文化財保護関係 210 万円 文化財保護や郷土資料室の管理運営に関すること等

管理関係 6,085 万円 給食センターの運営に関すること

本の管理や読書振興に関
すること等

公民館の管理や生活・文化を高
める事業を行うこと等

うるおいのある「教育文化」の創造
をめざします。

スポーツを通して健康な体
と心を育みます。

バランスのとれた給食で、子ども達の
心と身を育てます。
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平成２２年度 主な事業 

○ 羅臼町１１０年 町政施行５０年記念事業 

 
 
 
 

 

羅臼町は今年、開基１１０年・町政施行５０年を迎えます。

また、その他にも多くの節目の年を迎えることから、各種記

念事業を行い町民のみなさまと一緒に記念の年を祝いたいと

考えています。 

平成22年 羅臼町110年・町制施行50年記念事業一覧 

予定日 事業名 事業内容の説明 

４月１８日 ●第５回雪壁ウォーク 開通前の除雪で出来た壁の間を歩き、北方領土・

国後島を一望する。 

６月19日～ 

  20日 

 

●第４９回知床開き 

●町制施行50年記念

式典 

知床の夏を告げるお祭り。花火大会・千人踊りな

どを実施し、同時に町制施行50年記念式典を開

催する。 

 

７月17日 ●7・17記念事業 知床旅情誕生50周年・世界自然遺産登録５周年

を記念してイベントを行う。 

７月～８月 ● オホーツク老人像

ライトアップ 

●森繁久彌氏追悼展 

斜里町と共同によるキャンペーン期間中、オホー

ツク老人像（しおかぜ公園）のライトアップ及び

森繁久彌氏にまつわる品の追悼展示会を開催す

る。 

 

７月31日 ●森繁久彌さんを偲ぶ

会知床 

旅情（原曲：さらばラウスよ）の作者である森繁

久彌氏偲ぶ会を実施する。 

８月１日 ● 祝「知床旅情」誕生

５０周年セレモニー

（加藤登紀子in 

知床らうす）

 

知床旅情誕生50周年を記念し、加藤登紀子氏を

招致してイベントを行う。 

９月 

（第３週） 

●第３９回漁火まつり 大漁の祈りと自然への感謝を込めた産業祭。 

１０月２日 ●第７回知床紅葉 

ウォーク

知床横断道路の紅葉を楽しむイベント。羅臼岳を

望む。 

 定 日事  
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