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令和５年度白浜町当初予算 
一般会計当初予算１１７億６，１００万円 

              （対前年度比０．６％減） 

 

 

 令和５年度白浜町一般会計当初予算は、湯崎保育園建築事業や橋梁修繕事業等に係る事

業費の減少に加え、新型コロナウイルス予防接種事業等が減少したことなどから、前年度

と比較すると６，９００万円減の１１７億６，１００万円（対前年度比０．６％減）とな

りました。歳入においては、課税実績等から住民税等の増収を見込む一方、新型コロナウ

イルスワクチン接種事業や橋梁修繕事業等に係る補助金が減少したことから国庫支出金等

において減収を見込んだところです。 

令和５年度においては、歳入状況がコロナ禍前の水準まで持ち直しつつある一方、歳

出において、社会保障関連経費が増加傾向にあることなどから、引き続き厳しい財政運営

が続くものと予測しています。 

 令和５年度の予算編成に当たっては、こうした状況等を踏まえ、「白浜町行政改革取組

方針」に基づく取組みを進めながら、更なる行政資源の最適化を図るとともに、国・県の

様々な政策等の動向に注視し、補助事業を積極的に活用するなど、可能な限りの財源確保

に取り組みながら、「第２次白浜町長期総合計画」の一層の実現に向け、防災、福祉、子

育て、医療、産業、観光、環境及び教育等の各種行政施策推進のための効果的な予算措置

に努めました。 

 

 令和５年度会計別当初予算 

会 計 名 予 算 額 対前年度比較 備考 

一般会計 １１７億６，１００万円 △0.6%  

国民健康保険 

事業特別会計 

（事業勘定） ２８億２，８００万円 △2.5%  

（施設勘定） ４，９２０万円 21.5%  

後期高齢者医療特別会計 ６億７，３２０万円 △1.4%  

介護保険特別会計 ３４億６，３００万円 5.6%  

土地取得特別会計 ２，０１０万円 0.0%  

簡易水道事業特別会計 ２億１，２５６万円 120.3% 支出ベース 

農業集落排水事業特別会計 ２，５１９万円 67.9% 支出ベース 

下水道事業特別会計 ７億７１４万円 68.6% 支出ベース 

水道事業特別会計 １１億７，９８０万円 △12.1% 支出ベース 

計 ２０９億１，９１９万円 1.4%  

※令和５年度から簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、下水道事業特

別会計は官庁会計方式から企業会計方式となります。 
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●歳入 

 自主財源は５０億２１５万円で、歳入全体の約４２．５％（対前年度比６．９％増）と

なりました。その中で大きな割合を占める町税については、課税実績等から個人町民税等

の増収を見込んだことなどから、税収総額としては３，４４７万円増の３１億３，８５４

万円（対前年度比１．１％増）となりました。 

 依存財源は６７億５，８８５万円で、歳入全体の約５７．５％（対前年度比５．５％減

）となりました。その中で大きな割合を占める地方交付税については、国が示す地方財政

対策における地方交付税総額等を踏まえ、総額としては５，０００万円増の３８億２，０

００万円（対前年度比１．３％増）を見込んでいます。 

 また、不足財源を補うため、町債５億５８０万円（対前年度比３３．６％減）の借入れ

及び財政調整基金４億３，３７２万円の取崩し（対前年度比５．５％減）を予定していま

す。 

 

〔歳入〕 
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用語解説 

◆自主財源 町が自主的に収入することができる財源 

 ・町税 住民税や固定資産税など 

 ・使用料及び手数料等 体育館施設使用料や公営住宅使用料、保育料など 

 ・繰入金・諸収入等 特定の目的のために積み立てている基金の取り崩しや、ほかの収入科目に含まれない諸収

入など 

◆依存財源 国・県から交付される財源 

 ・地方交付税 国が徴収した税金の中から、町の財政状況に応じて国から交付されるお金 

 ・国庫支出金／県支出金 特定の目的の財源として国・県から交付される補助金など 

 ・町債 建設事業など大きな事業の費用にあてる借入金 

 ・その他 国が徴収した税金のうち地方に分配される地方譲与税など  
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●歳出 

 義務的経費については、定年引上げに伴い退職手当負担金が減少したこと等により人件

費が減となった一方、障害者自立支援給付費等の扶助費や公債費が増加したことなどから、

全体としては３２３万円増の５５億９，３４９万円（対前年度比０．１％増）となりまし

た。 

 投資的経費については、湯崎保育園建築事業や橋梁修繕事業等の大型事業の減少により、

全体としては４億９，２４３万円減の７億５，５７４万円（対前年度比３９．５％減）と

なりました。 

 その他経費については、はしご付消防自動車オーバーホール業務委託料等が減少した一

方、ふるさと白浜応援寄附金受付等業務委託料及び宿泊割引クーポン事業等が増加したこ

となどから、物件費で２億８，３３２万円増の２３億３，５３６万円（対前年度比１３．

８％増）、出産・子育て応援給付金及び新規就農者経営発展支援事業補助金、観光振興等

特別宣伝補助金等が増加したことなどから、補助費等で８，０７７万円増の１２億１，６

０９万円（対前年度比７．１％増）となり、その他経費全体としては４億２，０２１万円

増の５４億１，１７７万円（対前年度比８．４％増）となりました。 

 

〔歳出〕 
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用語解説 

◆義務的経費 歳出のうち、その支出が義務付けられ任意に削減できない経費 

・人件費 職員給与や議会議員、各委員会委員などの報酬 

・扶助費 児童手当、障害者福祉給付、医療費助成など 

・公債費 国などから借り入れたお金の返済金 

◆投資的経費 その支出の効果が資本形成のためのもので、将来に残る施設等を整備するための経費 

・普通建設事業費 建物や道路、公園など公共施設の建設や整備に使われる経費 

◆その他経費 

・物件費 消耗品・備品などの購入費、公共施設の光熱費など 

・補助費等 各種団体への補助金や負担金など 

・繰出金 一般会計から国民健康保険や介護保険などの特別会計への繰出金 

・積立金 各種基金への積立金 

・その他 公共施設の維持補修費、貸付金、予備費 
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 ◆学校教育の充実 

  〇学校のICTを活用した授業環境高度化推進事業【教育委員会】    ５６５万円 

    小中学校の普通教室に電子黒板を整備します。 

  〇GIGAスクール運営支援事業【教育委員会】           １，０１０万円 

    小中学校がICT教育を実施するにあたり、必要な支援を行います。 

 

 ◆歴史文化の保存・伝承と芸術文化活動の振興 

  〇白浜町内遺跡発掘調査等事業【教育委員会】           ２００万円 

    国史跡に指定された安宅氏城館跡のうち、追加指定候補となった３箇所の城館跡

の追加指定に向け、発掘調査を実施します。 

 

 ◆生涯スポーツの推進 

  〇南紀日置川リバーサイドマラソン大会補助金【教育委員会】    ４４０万円 

〇町立体育館照明ＬＥＤ化改修事業【教育委員会】       １，２８０万円 

 

 

 

 

 

 ◆健康づくりの推進 

  〇予防接種事業【住民保健課】                ５，９７３万円 

  〇各種検診事業【住民保健課】                ２，０３６万円 

〇がん検診推進事業【住民保健課】                １８１万円 

  〇健康増進事業【住民保健課】                  １７０万円 

    町民の健康増進を図るため、運動教室、栄養教室等の健康増進事業を実施します。 

   

 ◆医療・救急体制の充実 

  〇通院支援事業【住民保健課】                  ２５０万円 

    白浜はまゆう病院の患者送迎サービス（富田地域）に係る費用の一部を補助しま

す。 

 

 ◆子育て支援の推進 

  〇妊婦健康診査事業【住民保健課】                ９７０万円 

〇出産・子育て応援交付金事業【住民保健課】         １，４１８万円 

    すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるように、「伴走型相

令和５年度の主な事業内容 

だれもが健やかに暮らせるまちづくり 

豊かな心を育むまちづくり 

令和５年度の主な事業内容 
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談支援」と「経済的支援」を一体的に実施します。 

  〇在宅育児支援事業給付金【民生課】               ３００万円 

    多子世帯における経済的負担を軽減するため、乳児の保育を在宅で行う保護者に

対し給付金を支給します。 

  〇母子健康包括支援センター事業【住民保健課】          ３２４万円 

    母子健康包括支援センターにおいて、母子保健事業の推進及び育児相談等に取り

組みます。 

  〇子ども医療扶助事業【住民保健課】             ５，６７２万円 

    令和５年１０月から町内に住所を有する児童等の保険診療に係る医療費自己負担

分の無料化の対象者を、１８歳に達した年度末まで拡大します。 

  〇学童保育所建築事業【教育委員会】               ２４０万円 

    北っ子学童クラブ（北富田地域）の施設建築に係る設計業務を行います。 

  ○ランドセル購入費補助事業【教育委員会】            ２３６万円 

    令和６年度の新小学１年生を対象にランドセル購入費の一部を補助します。 

 

 ◆高齢者福祉の充実 

  〇高齢者タクシー券助成事業【民生課】               ５７３万円 

    高齢者がタクシーを利用する場合、運賃の一部を助成します。 

 

 ◆障害者福祉の充実 

  〇障害者相談支援事業【民生課】                 ９０６万円 

    専門職員による障害を抱えた方への相談支援を行います。 

  〇地域活動支援センター事業（基礎的・機能強化）【民生課】    ６６１万円 

    地域活動支援センターによる障害者等の地域活動の支援促進を図ります。 

 

 ◆住民参加による地域福祉の充実 

  〇自殺対策事業【民生課】                    ４２２万円 

    地域における効果的な自殺対策の推進を図ります。 

  〇ひきこもりサポート事業【民生課】               １２８万円 

    ひきこもり状態にある方に対する社会参加のためのサポート事業を行います。 

  〇安心生活創造推進事業【民生課】                ４０１万円 

    地域における制度の狭間の福祉課題についての実態把握を行うとともに、支援体

制を構築します。 

  〇犯罪被害者等支援事業【民生課】                 ４０万円 

    犯罪被害者等基本法等に基づき、犯罪被害者等が受けた被害の軽減等を目的とし

て、見舞金の支給等の支援を行います。 
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 ◆地域コミュニティの活性化 

  〇集落支援員推進事業【日置川事務所】              ３９４万円 

    地域の実情に精通した人材を集落支援員として雇用し、集落の自主活動の支援や

推進を行います。 

  〇川添公衆トイレ整備事業【日置川事務所】            １２０万円 

    川添地域に公衆トイレを整備するため、設計業務を行います。 

 

 ◆若者をはじめとする新たな活力の支援 

〇地域おこし協力隊推進事業【日置川事務所】         １，６４７万円 

    地域おこし協力隊員を雇用し、地域協力活動の推進及び体制の強化を図ります。 

〇移住支援事業【総務課】                    １００万円 

    町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京圏

からの移住者に対し移住支援金を交付します。 

 

 

 

 

 

 ◆観光関連産業の振興 

  〇スポーツ合宿等誘致補助金【観光課】            １，０００万円 

    スポーツ合宿等の誘致による町内経済の活性化を図るため、スポーツ合宿等の実

施に係る費用の一部を補助します。 

〇体験型観光事業【日置川事務所】                ６５０万円 

    南紀州の自然環境と農林業の生業を活かした「ほんまもん体験」の受入事業及び

農山漁村生活体験（民泊）事業を行います。 

  〇宿泊割引クーポン事業【観光課】              ３，０００万円 

    全国に対して白浜町をPRするため、インターネット予約サイトを活用し、宿泊割

引クーポンを配布します。 

  〇平草原公園整備事業【観光課】               ２，０００万円 

    幅広い年齢層が楽しめる平草原公園の整備を目的として、遊具、休憩所、木製ア

スレチック等を整備します。 

 

 ◆農林水産業の振興 

  〇遊休農地対策事業【農林水産課】              １，１２４万円 

    遊休農地解消を目的とした農業法人設立の判断材料として、現実的でより有効な

データを得るための事業を行います。 

  〇農業次世代人材投資事業【農林水産課】             ８２５万円 

地域資源を生かした活力あるまちづくり 

住民と行政の協働によるまちづくり 
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    経営が不安定な就農直後（５年以内）の就農者所得を確保するため、給付金を支

給します。 

  〇有害鳥獣駆除奨励費補助金【農林水産課】          ２，３００万円 

  〇有害鳥獣防護柵設置補助金【農林水産課】             ７５万円 

  〇中山間地域等直接支払事業【農林水産課】            ７９８万円 

    急傾斜地等の耕作条件が厳しい農地における継続的な農業生産活動を確保するた

め、交付金を支給します。 

  〇多面的機能支払事業【農林水産課】             １，７９４万円 

    地域主体の農地・農業用施設の保全管理を図るため、交付金を支給します。 

  〇農業水路長寿命化事業【農林水産課】            １，７００万円 

    経年劣化により止水機能が低下している樋門の改修を実施し、下流域への浸水対

策を図ります。 

  〇森林整備活動等促進事業【農林水産課】           １，９６３万円 

    森林組合、林業事業体が実施する各種森林環境整備事業に対して、補助金を交付

します。 

〇林道整備等事業【農林水産課】               ６，８３９万円 

    林業振興等の観点から、林道将軍川線等の補修工事を行います。 

  〇漁港浚渫等事業【農林水産課】               １，１１０万円 

〇漁港補修等事業【農林水産課】                 ４２０万円 

 

 ◆商工業の振興 

  〇商店街等活性化促進事業補助金【観光課】            １００万円 

    商店街の活力や賑わいの創出に資するため、商店街団体が実施するイベント、販

売促進、環境整備事業等に係る費用の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 ◆防災・消防対策の推進 

  〇津波避難誘導灯等整備事業【地域防災課】            ２１９万円 

  〇津波避難タワー整備事業【地域防災課】           ２，３７１万円 

    南海トラフ巨大地震の津波避難困難地域である富田地区において、避難困難地域

の解消を図るため、津波避難タワーの整備に係る設計、用地購入等を行います。 

  〇地震解錠装置設置事業【地域防災課】               ８０万円 

    地震の揺れを感知した際に自動で解錠される「防災ボックス（鍵ボックス）」を

避難所に整備することにより、地震発生時における迅速な避難所の開設を図ります。 

  〇防災対策事業費補助金【地域防災課】              ８００万円 

    自主防災組織等が行う防災活動に係る費用の一部を補助します。 

  〇ブロック塀撤去費等補助金【地域防災課】            ２００万円 

快適で安心・安全なまちづくり 
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    地震発生時におけるブロック塀の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防

ぐことを目的として、ブロック塀の撤去及び設置費用の一部を補助します。 

  〇住宅耐震改修補助金【建設課】               ２，３３２万円 

  〇不良空屋等除却補助金【建設課】                ５００万円 

    住宅等の空屋で倒壊のおそれのある危険な建物の解体費用の一部を補助します。 

  〇指令業務共同運用事業【消防本部】             １，２９１万円 

    田辺市消防本部と消防指令業務を共同運用することにより、同時発生の火災や大

規模災害などに対する迅速な相互応援体制の確保等を図ります。 

〇水槽付消防ポンプ自動車更新事業【消防本部】        ５，９１５万円 

○小型動力ポンプ積載車更新事業【消防本部】         ２，４５１万円 

 〇簡易防火水槽設置事業【消防本部】               ３１０万円 

    消防水利のない地域等に地上型の簡易防火水槽の設置を行います。 

 

 ◆交通体系及びサービスの整備・充実 

  〇コミュニティバス運行事業【日置川事務所】           ９７０万円 

  〇道路維持補修事業【建設課】                ４，３００万円 

  〇道路新設改良事業【建設課】                ２，５００万円 

  〇橋梁修繕事業【建設課】                    ５０６万円 

      町管理橋梁の長寿命化を目的とする修繕・更新に係る橋梁点検を実施します。 

 

 ◆交通安全・防犯等の推進 

  〇高齢者運転免許証自主返納支援補助金【地域防災課】        ７０万円 

    運転免許証の自主返納者へ公共交通機関の利用助成等を行うことで、免許返納率

の向上並びに交通事故の減少を図ります。 

  〇交通安全対策事業【建設課】                  ４５０万円 

    交通安全施設(ガードレール、カーブミラー、区画線等)の設置工事を実施します。 

  

 ◆住環境の向上 

〇下排水路改修事業【建設課】                ２，２５５万円 

  〇用途地域等見直事業【建設課】                 ４０２万円 

    都市計画マスタープランの改訂に伴い、用途地域等の見直しを行います。 

 

 ◆情報通信基盤の活用 

  ○ケーブルテレビ設備更新事業【総務課】           ４，４３６万円 

    椿・日置川地域に係るケーブルテレビ設備の更新工事を実施します。 

 

 



※四捨五入により、各表において合計等が一致しない場合があります。

(参考)　都市計画税使途等

(単位：千円) (単位：千円)
事業費 財源内訳 金　額

354,530 国(県)支出金 107,483

街　　路 地方債 94,500
公　　園 その他 129,763
下 水 道 354,530 都市計画税 131,277
そ の 他 一般財源等 54,540

163,033
517,563

事業区分
都市計画事業

地方債償還額
合　　計

※都市計画税は、各対象事業費に係る地方債償還額及び一般財源の比率等に応じて按分し、充当しています。

(参考)　入湯税使途等

(単位：千円) (単位：千円)
事業区分 事業費 財源内訳 金　額

環境衛生施設の整備 92,180 国(県)支出金 0
鉱泉源の保護管理施設 7,076 地方債 1,500
消防施設等の整備 3,150 その他 30,194

観光施設の整備 29,550 入湯税 166,691
観光振興 201,180 一般財源等 134,751

合　　計 333,136
※入湯税は、各対象事業費に係る一般財源の比率等に応じて按分し、充当しています。

(参考)　航空機燃料譲与税使途等

(単位：千円) (単位：千円)

事業区分 事業費 財源内訳 金　額
航空機による騒音等により

生ずる障害の防止
国(県)支出金

市町村又は都道府県が設置

し、又は管理する空港の整

備及び維持管理

地方債 46,200

空港に関連する上下水道、

排水施設、清掃施設、道
路、河川、駐車場及び公園

の整備

6,700 その他

空港又は航空機の災害に備
えるため、空港又はその周

辺に設置される消防施設の

整備

62,050 航空機燃料譲与税 13,000

合　　計 68,750 一般財源等 9,550

※航空機燃料譲与税は、各対象事業費に係る一般財源の比率等に応じて按分し、充当しています。

(参考)　交通安全対策特別交付金使途等

(単位：千円) (単位：千円)

事業区分 事業費 財源内訳 金　額

交通安全施設整備事業 4,500 国(県)支出金

合　　計 4,500 地方債

その他
交通安全対策特別交付金 1,700

一般財源等 2,800

（参考）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）使途等
(単位：千円)

歳入 277,922
歳出 3,198,003

(単位：千円)

国(県)支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

(社会保障財源化分) その他

障 害 者 福 祉 事 業 896,991 650,365 14,000 37,338 195,288

高 齢 者 福 祉 事 業 144,894 760 4,800 9,391 20,856 109,087

児 童 福 祉 事 業 760,388 377,351 2,200 50,843 52,966 277,028

母 子 福 祉 事 業 37,194 24,101 2,101 10,992

社 会 福 祉 事 業 132,024 35,368 19,000 1,319 12,252 64,085

小 計 1,971,491 1,087,945 26,000 75,553 125,513 656,480

介 護 保 険 事 業 477,927 41,193 70,098 366,636

国 民 健 康 保 険 事 業 268,004 123,445 19,600 20,057 104,902

小 計 745,931 164,638 19,600 90,155 471,538

高 齢 者 医 療 事 業 401,101 80,557 51,449 269,095

疾 病 予 防 対 策 事 業 79,480 1,385 10,775 10,805 56,515

小 計 480,581 81,942 10,775 62,254 325,610

3,198,003 1,334,525 45,600 86,328 277,922 1,453,628

※地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し、充当しています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合　　　計

地方消費税交付金（社会保障財源化分）
社会保障経費及びその他社会保障施策に要する経費

事業名 経費

財源内訳
特定財源 一般財源


