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１ 総合計画における位置付け 

  実施計画は、第６次白老町総合計画において次のとおり位置付けられています。 

 

＜計画の構成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施計画の趣旨 

実施計画は、基本構想に掲げたまちの将来像を実現するため、基本計画で定めた

重点プロジェクト、分野別計画に基づき、町民要望への柔軟な対応、社会経済情勢

の変化、財政状況等を考慮しながら、今後３年間に実施する事業を明らかにしたも

ので、毎年度の予算編成並びに事業執行の指針とするものです。 

 

３ 実施計画の期間 

  令和２（２０２０）年度から令和４（２０２２）年度までの３ヵ年とします。 

 また、社会情勢の変化に柔軟に対応するよう、ローリング方式で毎年度見直しを 

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 基本構想は、目指すべき将来像を 

定め、その実現に向けた基本目標と 

基本姿勢及び基本方針を示すもの 

 

〇 基本計画は、基本構想を実現す 

るための基本的な施策や事業を体 

系的に示すもの 

 

〇 実施計画は、基本計画に定めた 

施策の具体的な実施方法等を示す 

もの 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

基本構想

（政策）

基本計画

（施策）

実施計画

（事務事業）

年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 Ｒ7年度 Ｒ8年度 Ｒ9年度 Ｒ10年度

基本構想

基本計画
※４年で見直し

※第8期（令和9年度）は次期計画の策定年度となるため、実施計画の策定は行わない

実施計画

【第１期】

【第２期】

【第３期】

【第４期】

【第５期】

【第６期】

【第７期】
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４ 実施計画の対象事業 

  町が主体となって推進する事業や事業主体が国や道、団体等であっても町の財政 

負担が伴う下記事業を対象とします。 

 （１）投資的経費（ハード事業） 

 （２）政策的経費（ソフト事業）※ゼロ予算事業も含む 

 （３）施策等の目的達成に貢献度の高い経常的な事業 

 

５ 前年度版実施計画の見直し 

 

※ 事業継続しない事業、新たに位置付けた事業については別添のとおり 

 

６ 実施計画の進行管理 

  新たに策定する行財政計画を踏まえながら、限られた行政資源（ひと・もの・予算・

情報）の最適配分、有効活用に努め、実施計画を推進します。また、目標と成果の可

視化を図るため、施策ごとに評価指標を設定し、その推移を見ながら実施計画の進捗

管理を行います。 

 

７ 留意事項 

 〇 事業計画３ヵ年のうち、１年次は当初予算と整合性を図り、２、３年次は実施計

画策定段階における想定事業を掲載します。 

 〇 掲載事業は、予算編成上、優位的なものになりますが、社会情勢の変化や国の制

度見直し、緊急的な修繕など、外的要因の影響を受け、掲載事業の実施見送りや未

掲載事業の追加等が行われる場合があります。 

１１５事業

△４４事業

０事業

△４事業

△３８事業

０事業

△１事業

△１事業

７２事業

１４３事業

　 新たに位置付けた事業

 　令和元年度版実施計画事業数

 　令和２年度版実施計画事業数

　事業継続しない事業

　他事業に統合するもの

　経常費で計上するもの

　事業完了となるもの

　事業中止となるもの

　その他

　廃止するもの



令和２年度版実施計画に継続しない事業（４４事業）

NO 事業名 担当課 理由

1 白老町公共施設等個別施設計画策定事業 財政課 事業完了のため

2 地域公共交通活性化事業 企画課 経常費で計上

3 固定資産税標準宅地鑑定評価事業 税務課 事業完了のため

4 象徴空間周辺整備事業 建設課 事業完了のため

5 子育て世代包括支援センター開設準備事業 子育て支援課 事業完了のため

6 子育てふれあいセンター大規模改修事業 子育て支援課 事業完了のため

7 子ども・子育て支援事業計画策定事業 子育て支援課 事業完了のため

8 新生児聴覚検査費助成事業 健康福祉課 経常費で計上

9 心の健康推進事業 健康福祉課 経常費で計上

10 環境パトロール車購入事業 生活環境課 事業完了のため

11 白老葬苑火葬炉設備修繕事業 生活環境課 事業完了のため

12 白老葬苑照明設備修繕事業 生活環境課 事業完了のため

13 白老霊園納骨堂屋根防水改修事業 生活環境課 事業完了のため

14 浄化槽設置整備事業 上下水道課 その他

15 ごみ処理プラント給水ポンプ修繕事業 生活環境課 事業完了のため

16 多面的機能支払交付金事業 農林水産課 廃止のため

17 ポロト自然休養林バンガロー修繕事業 農林水産課 事業完了のため

18 子育て世代・移住者等定住促進支援事業 経済振興課 事業完了のため

19 民族共生象徴空間道外プロモーション事業 アイヌ総合政策課 事業完了のため

20 北吉原西通り道路排水補修事業 建設課 事業完了のため

21 中央通照明灯設置事業 建設課 事業完了のため

22 ポロト公園線改良舗装事業 建設課 事業完了のため

23 萩野１２間線跨線橋撤去事業 建設課 事業完了のため

24 白老港臨港道路１２号線路面下空洞調査事業 港湾室 事業完了のため

25 公共施設サイン改修事業 建設課 事業完了のため

26 北吉原駅周辺整備事業 建設課 事業完了のため

27 虎杖浜団地内部建具改修事業 建設課 事業完了のため

28 竹っこ団地屋根・外壁改修事業 建設課 事業完了のため

29 はまなす団地解体事業 建設課 事業完了のため

30 消防団資機材整備事業 消防本部 事業完了のため
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NO 事業名 担当課 理由

31 防火水槽新規設置事業 消防本部 事業完了のため

32 消火栓新規設置事業 消防本部 事業完了のため

33 防火水槽改修事業 消防本部 事業完了のため

34 白老町代替災害対策本部整備事業 危機管理室 事業完了のため

35 複式学級第二黒板設置事業 学校教育課 事業完了のため

36 コミュニティ・スクール運営経費 学校教育課 経常費で計上

37 中央公民館受電設備改修事業 生涯学習課 事業完了のため

38 中央公民館移動式パネル更新事業 生涯学習課 事業完了のため

39 史跡白老仙台藩陣屋跡第２次環境整備事業 生涯学習課 事業完了のため

40 多言語対応ガイダンスシステム導入事業 生涯学習課 事業完了のため

41 桜ヶ丘公園陸上競技場トラック改修事業 生涯学習課 事業完了のため

42 町民温水プール濾過材取替事業 生涯学習課 事業完了のため

43 学校給食地場産品活用事業 学校教育課 事業完了のため

44 学校給食用食器整備事業 学校教育課 事業完了のため

45
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令和２年度版実施計画に新たに位置付けた事業（７２事業）※一般会計事業費

NO 事業名 担当課 掲載P

1 ウヨロ線ギャップフィラー修繕事業 生活環境課 37

2 白老町ホームページ更新事業 総務課 72

3 国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業 企画課 73

4 遊休施設解体事業 財政課 74

5 緑丘２丁目町道改修事業 財政課 74

6 UIターン新規就業者移住支援事業 企画課 62

7 生活交通確保維持推進事業 企画課 33

8 公共交通バスチケット導入事業 企画課 33

9 結婚新生活支援事業 企画課 44

10 移住定住促進家賃サポート事業 企画課 62

11 定住促進新築住宅建設支援事業 企画課 62

12 東京オリンピックパラリンピック機運醸成事業 企画課 56

13 納税環境向上事業 税務課 74

14 人権啓発活動地方委託事業 生活環境課 58

15 総合保健福祉センター創作活動室玄関ドア改修事業 健康福祉課 48

16 アイヌ文化保存・伝承・発展活動推進事業 アイヌ総合政策課 57

17 アイヌ文化理解促進事業 アイヌ総合政策課 57

18 保護者負担補助事業 子育て支援課 44

19 放課後児童クラブ備品購入事業 子育て支援課 44

20 子育て情報発信事業 子育て支援課 44

21 産婦健診・産後ケア事業 健康福祉課 44

22 後期高齢者重症化予防対策事業 町民課 47

23 緊急風しん抗体検査等事業 健康福祉課 42

24 歯周病検診事業 健康福祉課 42

25 視覚スクーリング機器導入事業 健康福祉課 42

26 白老葬苑非常用発電機改修事業 生活環境課 29

27 白老霊園トイレ改修事業 生活環境課 29

28 外国語版ごみカレンダー作製事業 生活環境課 30

29 白老牛繁殖牛群改良事業 農林水産課 66

30 白老牛ブランド強化事業 農林水産課 66
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NO 事業名 担当課 掲載P

31 白老町稼ぐ農業等振興助成事業 農林水産課 66

32 ポロトの森環境整備事業 農林水産課 65

33 森林理解促進普及啓発事業 農林水産課 66

34 企業誘致促進住宅設備更新事業 経済振興課 62

35 白老滑空場隣接地取得事業 経済振興課 62

36 地域内循環観光バス運行事業 経済振興課 65

37 ポロトミンタラ魅力向上事業 経済振興課 65

38 観光パンフレット作成事業 経済振興課 65

39 竹浦２番通り道路排水路改修事業 建設課 27

40 萩野１２間線道路排水路改修事業 建設課 27

41 北中通り改修事業 建設課 34

42 北中央通改修事業 建設課 34

43 竹浦地区転落防止柵設置事業 建設課 26

44 日の出通り歩道安全対策事業 建設課 26

45 萩野１２間川災害対策事業 建設課 27

46 白老港第３商港区測量事業 港湾室 63

47 白老港港湾施設改修事業 港湾室 63

48 客船入港歓迎事業 港湾室 63

49 都市公園安全・安心対策事業 建設課 31

50 大規模盛土造成地変動予測調査事業 建設課 31

51 美園団地屋根・外壁改修事業 建設課 31

52 町営住宅火災報知器取替事業 建設課 31

53 NET119緊急通報システム導入事業 消防本部 28

54 分団詰所整備事業 消防本部 28

55 消防車両更新整備事業 消防本部 28

56 国土強靭化地域計画策定事業 危機管理室 27

57 北海道総合行政情報ネットワーク衛星無線回線更新事業 危機管理室 27

58 地域学力グローアップ推進事業 学校教育課 52

59 アイヌ文化教育推進事業 学校教育課 57

60 教師用教科書・指導書購入事業 学校教育課 52

7



NO 事業名 担当課 掲載P

61 社会科副読本改訂事業 学校教育課 52

62 白老中学校暖房用変圧器取替事業 学校教育課 53

63 中央公民館等煙感知器改修事業 生涯学習課 54

64 公民館講座事業 生涯学習課 54

65 資料館パンフレット等作成事業 生涯学習課 55

66 資料館内施設改修事業 生涯学習課 55

67 総合体育館変圧器・高圧ケーブル改修事業 生涯学習課 56

68 総合体育館トレーニングルーム照明器具等改修事業 生涯学習課 56

69 総合体育館アリーナ照明器具改修事業 生涯学習課 56

70 町民温水プール改修事業 生涯学習課 56

71 学校給食アイヌ食材活用事業 学校教育課 53

72 リクエスト給食事業 学校教育課 53

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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