
資料４

平成２９年度政策評価[基本評価]の結果への対応（概要）

ＰＤＣＡサイクルに基づく平成29年度の基本評価（施策評価・事務事業評価）の結果を踏まえ、実施機関であ

る各部局等による改善（Action）の状況についてとりまとめた。

なお、具体的な対応については、平成30年度の基本評価における施策推進計画（Plan）に反映している。

１ 一次政策評価の結果への対応

（１）施策評価

各部局等が行う一次評価では、次の総合評価を踏まえて、全ての施策に「次年度に向けた対応方針」を記載

しており、ＰＤＣＡサイクルのActionとして平成30年度の対応予定を整理した。

[総合評価結果]

施策数
総合評価の区分

概ね順調に展開 課題等はあるが引き続き推進 遅れ・未着手があり改善が必要

１０６ ６２ ４４ ０

（２）事務事業評価

[評価結果と反映結果]

方向性 見直し 継 続 廃止等 合 計
区 分 検 討 現状維持 拡 充 縮 小 統 合

評価結果 110 2,528 2,050 152 323 3 84 2,722

反映結果 - 2,612 2,070 180 345 17 110 2,722

２ 二次政策評価の結果への対応

（１）施策評価と関連する事務事業評価

二次政策評価等検討チームが重点的な視点に基づき点検・検証した６施策と関連する16事務事業について、

対応状況を整理した。

ア 付加意見状況

目標の達成状況 連携状況等 緊急性・優先性

目標達成に向けてさらに 関連する施策間・部局間で 緊急かつ優先的に取り

取組が必要なもの 一層の相互連携が必要なもの 組む必要があるもの

6施策 ４施策 １施策 １施策

16事務事業 10事務事業 １事務事業 ５事務事業

イ 対応状況は別紙のとおり

（２）その他の事務事業評価

平成28年度の二次政策評価意見への対応状況等について点検・検証した52事務事業について、対応状況を

整理した。

ア 付加意見状況

事業内容や執行体制の 関与団体の自立化推進 国への要望等

見直し等に関するもの に関するもの に関するもの

５２事務事業 ２１事務事業 １１事務事業 ２０事務事業

イ 対応状況は別紙のとおり



平成29年度 施策と関連する事務事業・二次政策評価意見への対応

施策名

事務事業
整理番号

事務事業名

総務部 総合的な危機対策の推進

【施策目標の達成状況（目標を達成する上で課題が
ある）】
「自然災害に対する北海道自らの脆弱性を克服」の
推進に必要な「地域防災活動、防災教育の推進」な
どについて、関係市町村と一層連携し、対応の充実
を図るなど、着実に進めるよう検討すること。

＜施策目標の達成状況（目標達成に向けてさらに
取組が必要なもの）＞
「地域防災活動」について、北海道地域防災マス
ター認定研修会の開催回数を増やし、参加者が防
災活動等について考え、行動するきっかけとなる機
会を増やした。（Ｈ２８：４回→Ｈ２９：７回）
「防災教育の推進」について、防災教育教材（Ｄoは
ぐ）の講師養成や『北の災害食』レシピコンテストを
開催し、災害に対する備えの意識向上を図った。ま
た、関係市町村と連携し避難行動の意識啓発・理解
促進のためセミナー等を開催した。
（北海道防災体制連携強化推進事業費）

1212 地域防災力強化事業費

1228 防災教育推進費

1231 地域防災パワーアップ事業

総合
政策部

総合交通ネットワークの形成

【施策目標の達成状況（目標を達成する上で課題が
ある）】
　　「連携と交流を支える総合的な交通ネットワーク
の形成」を進める観点から、物流に関する、戦略的
な交通ネットワークの構築や道内交通体系の充実・
強化について、より実効性の高い取組となるよう検
討すること。

＜施策目標の達成状況（目標達成に向けてさらに
取組が必要なもの）＞
・運輸交通審議会からの答申を受け、本年３月、「交
通政策総合指針」を策定。2020年まで集中的に取り
組む５つの重点戦略（インバウンド加速化戦略、国
際物流拡大戦略、シームレス交通戦略、地域を支
える人・モノ輸送戦略、災害に強い交通戦略）に基
づき、地域や交通事業者など関係者とともに関連施
策の推進を図る。
＜施策の緊急性、優先性（緊急性が高く優先的に
取り組む必要）＞
・公共交通機関の利便性向上やシームレスな交通
体系の実現に向けたモデル的取組を検討する。
（新規：公共交通活性化推進事業費）
・過疎地などの物流を維持するため、輸送事業者と
地域が連携した共同輸送など輸送効率化に向けた
実証を行う。
（新規：地域物流効率化検討・実証事業費）

1907 国際海上ネットワーク形成推進費

1912
道産食品輸出拡大に向けた小口貨
物混載輸送検討事業

環境
生活部

循環型社会の形成

【施策目標の達成状況（目標を達成する上で課題が
ある）】
　　「自然災害に対する北海道自らの脆弱性を克
服」等の推進に必要な「災害廃棄物の処理体制の
整備」などについて、関係市町村と一層連携し、対
応の充実を図るなど、着実に進めるよう検討するこ
と。

＜施策目標の達成状況（目標達成に向けてさらに
取組が必要なもの）＞
北海道災害廃棄物処理計画を平成30年3月に策定
するとともに、今後、国と共催するセミナーなどを通
じ、災害廃棄物の処理体制の整備等に向けた市町
村の理解促進や一層の連携強化に取り組む。

0420 災害廃棄物の処理に関する事務

北海道災害廃棄物処理計画を今年度中に策定し、
市町村における災害廃棄物処理計画の策定率の
向上に向け、実効性の高い取組について検討する
こと。

地域スポーツ活動の推進と環境の充
実

【施策目標の達成状況（目標を達成する上で課題が
ある）】
　　「地域スポーツ活動の推進と環境の充実」を進め
る観点から、ライフステージに応じたスポーツ活動
の推進について、より実効性の高い取組となるよう
検討すること。

＜新たな取組等＞
・さまざまな世代がライフステージに応じた地域ス
ポーツ活動を推進できるよう、競技志向の高いシニ
ア世代を対象としたスポーツの全国大会に対する支
援を行う。
（新規：地域スポーツコミッション推進事業費）
（新規：日本スポーツマスターズ2018札幌大会開催
補助金）

1102
余暇･体力づくり、プロスポーツなど
スポーツ行政の推進に関する事務

1103

スポーツに関する調査、情報の収
集･提供、関係団体への支援等に関
する事務

1109 スポーツ王国北海道事業費

1115 障害者スポーツ振興費

0304

0204

　施策コード
部局名

高齢者や障がいのある方などを含めた多様な人々
のライフステージに応じた地域スポーツ活動の推進
に向け、関連する事務事業について見直しを含め
検討すること。

・障がい者スポーツの普及・促進に向けた事業を関
連事業と位置づけるほか、子どもや保護者を対象と
したスポーツ体験教室の事業実施方法の検討や、
競技志向の高いシニア世代を対象とした全国大会
への支援を行うことにより、様々な世代のライフス
テージに応じた地域スポーツ活動の推進に取り組
む。

地域の防災対策の充実強化に関係する左記３事業
の平成３０年度の事業構築にあたっては、一体的に
検証し、自主防災体制の整備・構築や防災教育の
充実など、実効性の高い取組となるよう、関連する
事務事業について見直しを含め検討すること。

・「地域防災マスター制度」の効果的な活用による地
域防災に関する実践活動のリーダーの養成、自主
防災組織の結成促進、防災教育の充実など、地域
防災力の強化に向け一体的な取組について、引き
続き実効性の高い取組となるよう努める。

平成２９年度事業の実施結果を検証し、国内外との
物流の拡大のための港湾交通拠点の機能強化や
物流効率化に向けた基盤強化の視点で、関連する
事務事業について見直しを含め検討すること。

・国際定期航路の維持・拡充、港湾施設の老朽化
対策やターミナル機能の強化等の推進に向け、国
に必要な予算の確保を提案・要望していく。
・国外への輸出拡大に向けて、平成29年度事業の
実施結果を踏まえ、セミナーの開催や輸出事業者
への周知等により、連携企業の拡大を図るなど、効
率的な輸送体制づくりに取り組む。

二次政策評価意見
所管部局の対応（今後の方向性）

(H30年3月末時点)

0102

0316
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施策名

事務事業
整理番号

事務事業名

　施策コード
部局名 二次政策評価意見

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

保健
福祉部

高齢者や障がいのある人等が安心
して暮らせる社会の形成

【施策間の連携状況等（関連する施策間・部局間の
相互連携が不十分なもの）】
　　障がいのある人が安心して暮らせる社会の形成
に向けて、効果的な普及啓発を行うため、経済部な
どとの新たな連携により、実効性の高い取組となる
よう検討すること。
　　なお、連携に当たっては、施策間で共有する成
果指標を設定すること。

＜新たな取組等＞
・障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段や手
話が言語であることなどについて、道民の理解促進
を図るため、新年度、フォーラムの開催やパンフレッ
トの作成・配布、映像の制作に取り組む予定。また、
聴覚障がいのある方に向けて、手話などを付した動
画配信も進める。
（新規：障がい者意思疎通支援・手話条例推進事業
費）
・今後、道内に広く普及啓発を行っていくため、一般
道民のほか、経済部や道教委などと連携して学校・
企業等などへの周知等を進めていくほか、障がい
当事者などが参画する北海道障がい者施策推進審
議会意思疎通支援部会において、周知の手法など
について検討し、取組に反映していく。
・また、多様な意思疎通手段を活用した情報発信等
を行う取組を、庁内各部等と連携して進めていく予
定であり、本年1月から、知事記者会見等の手話付
きによる動画配信を総合政策部（広報広聴課）と連
携して実施したところ。
・成果指標については、意思疎通支援部会で検討し
た結果を踏まえ、今後、関係部等と調整の上、設定
する。

0911
障がい福祉計画の推進に関する事
務

障がいのある人の暮らしづらさの解消に向けた取
組や道民の理解促進など、障がいのある人が安心
して暮らせる社会の実現のため、実効性の高い取
組について検討すること。

・次期計画（計画期間：H30年度～H32年度）に基づ
き、障がいのある人の暮らしづらさの解消に向けた
取組や道民の理解促進など、障がいのある人が安
心して暮らせる社会の実現に向け、実効性の高い
取組を進める。

農政部 農業生産の振興

【施策の緊急性、優先性（経済社会情勢や道民の
要請等を踏まえ、緊急性が高く、優先的に取り組む
必要があるもの）】
　　農業生産の振興に向けて、国際情勢の変化に
対抗しうる北海道の酪農畜産を構築するため、経済
部との連携により、実効性の高い取組となるよう検
討すること。
　　なお、連携に当たっては、施策間で共有する成
果指標を設定すること。

＜施策間の連携状況＞
・日EU・EPAの交渉妥結や、TPP11協定の大筋合意
を踏まえ、牧草の生産から営農支援対策の強化、
チーズや豚肉の競争力強化に至るまでの取組を進
め、国際情勢の変化に対応しうる北海道の酪農・畜
産を構築することとし、成果指標として農業産出額
を設定する。
・このうち、道産チーズ競争力強化対策として、道内
工房チーズの品質向上対策等に取り組むとともに、
道産チーズの消費拡大等を通じ、他部局と協力して
道産チーズのブランド化推進を検討する。
（新規：北海道酪農・畜産の日ＥＵ・ＥＰＡ等グローバ
ル化対策事業）

0529 北海道和牛生産基盤振興事業費

0530 飼料生産力強化対策事業費

0531
畜産・酪農収益力強化整備等特別
対策事業費

0533
北海道産牛肉の販売力強化対策事
業費

0532
北海道酪農の次世代モデル推進事
業費

・「北海道酪農の次世代モデル推進事業費」につい
て、30年度は「北海道型放牧酪農推進事業費」とし
て、ゆとりある経営の展開が期待できる放牧酪農を
推進するため、ニュージーランドと連携した北海道
に適した放牧酪農モデルの普及を図る事業として再
編する。

日ＥＵ・ＥＰＡ大枠合意等を踏まえ、北海道農業の強
化・持続的発展が可能となるよう、関連する事務事
業について見直しを含め検討すること。

・日EU・EPA等対策としては、「北海道酪農・畜産の
日EU・EPA等グローバル化対策事業費」において、
牧草の生産から営農支援体制の強化、チーズや豚
肉の競争力強化に至るまでの取組を推進する。
・一方で、左記の事業についても単独事業として措
置し、本道の酪農・畜産生産基盤の維持・強化を図
る。

0602

0406
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平成29年度 その他の事務事業・二次政策評価意見への対応

○事業内容や執行体制の見直し等に関するもの

総合
政策部

02-07 1404
地域づくり推進費（地域づくり総合交
付金）

地方創生の取組の推進や成果指標を明確にする
観点から、市町村に対し北海道創生総合戦略（地
域戦略）の推進に資する事業への誘導を図るな
ど、より効果的な事業実施に取り組むこと。
交付金の充足率の向上や財源の有効活用の観点
などから、制度の見直しに向けた関係団体との協
議を進めること。

　地方創生の取組を進めていくため、北海道創生
総合戦略の推進に資する取組への誘導が図られ
るよう、優良事例集の作成を進めていく。
　また、市町村に対し、有利な地方債などの活用に
ついてアドバイスを行っており、関係団体との協議
については、交付金の充足率の向上や財源の有
効活用といった観点を踏まえながら進めていく。

環境
生活部

03-03 0335 環境保全対策推進費（基金事業）

基金設置時からの社会経済情勢等の変化やこれ
までの事業実績などを踏まえ、事業を実施する必
要性・意義を改めて検討すること。なお、事業を継
続する場合には、成果指標の設定及び事業内容
の見直しについて検討すること。

　本事業は、北海道環境基本計画の目標である、
環境に配慮したライフスタイルの定着などの達成に
必要な施策の一つとして実施しているが、環境配
慮活動実践者の割合が、H18年の44％からH25年
の76.8％に増加しているものの、同計画の目標で
ある80％に達しておらず、本事業の継続実施が必
要であるところ。
　今後は、より効果的な事業のあり方を検討するた
め、本事業と関連のある団体を対象としたアンケー
ト調査を平成30年度内に実施し、その結果を踏ま
え、事業内容の見直しを行う。

03-10 0815 市民活動促進センター管理運営費

03-12 0825 女性プラザ管理運営費

保健
福祉部

- 0101 保健福祉部総合調整等業務

第二次保健医療福祉圏内の地域特性により配置さ
れている保健所及び保健所支所については、平成
２９年度中に策定予定の次期医療計画における第
二次医療圏の見直し検討を踏まえ、効果的・効率
的な執行体制の構築に向け、引き続き、検討を進
めること。

次期医療計画において第二次医療圏は維持される
こととなったため、効果的・効率的な執行体制に努
めていく。

04-05 0330 道立看護学院維持運営費（維持費）

次期医療計画や看護職員需給見通しを踏まえて、
平成30年度において道立看護学院の役割等につ
いて必要な見直しを行い、効果的・効率的な執行体
制について検討すること。

国において看護職員の需給見通しの策定方針を平
成30年度に示すこととされたことから、平成30年度
に道内の看護職員需給見通しの策定するととも
に、平成31年度までに道立高等看護学院のあり方
検討会議において将来の方向性について検討す
る。

経済部 05-06 0402

中小企業支援対策費（北海道中小
企業総合支援センター事業費補助
金）

事業費の削減に対応した人工数の見直しが進んで
いないことから、退職者不補充を基本とした取組を
行い、人員の適正化に向けた計画策定について、
確実に平成29年度中に団体と協議を進め結論を得
ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の
人員体制で効率的に業務を進めることなどとする
内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配
置や増加する業務量を定量的に分析する必要が
あることから、平成30年7月までに団体と協議を進
めて結論を得ていく。

0417
商工指導団体等指導事業費（小規
模事業振興指導費補助金）

平成22年に道がとりまとめた「商工会・商工会議所
の振興方策」等について、実現性・実効性のある取
組となるよう、早急に方策内容を見直し、平成30年
度当初予算編成までに反映すること。

小規模関係事業の見直し事項について、実現性・
実効性を確保するため団体と協議を継続しており、
平成30年10月までに見直しを行う。

0418
北海道商工会連合会指導事業費補
助金

退職者不補充を基本とした取組を行い、人員の適
正化に向けた計画策定について、確実に平成29年
度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の
人員体制で効率的に業務を進めることなどとする
内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配
置や増加する業務量を定量的に分析する必要が
あることから、平成30年7月までに団体と協議を進
めて結論を得ていく。

0423
北海道中小企業団体中央会指導事
業費補助金

今後の業務量を見極めながら組織体制や人員の
適正化に向けた計画策定について、確実に平成29
年度中に団体と協議を進め結論を得ること。

団体からは、業務量が増加しつつある中、現状の
人員体制で効率的に業務を進めることなどとする
内容の計画（案）の提出があったが、現状の人員配
置や増加する業務量を定量的に分析する必要が
あることから、平成30年7月までに団体と協議を進
めて結論を得ていく。

0429 北海道信用保証協会損失補償金

平成30年度からの次期契約における道負担割合
の更なる引き下げについて、信用保証協会と協議
を進め、道費負担の縮減を図ること。

平成30年度からの次期契約においては、道負担割
合の引き下げを行い、道費負担の縮減を図った。

05-18 0934
公共訓練費（養成・転職職業訓練
費）

平成30年度に行う新たな高等技術専門学院のあり
方に関する方針の策定に併せて、効率的な執行体
制について検討すること。

第10次北海道職業能力開発計画にそって、平成29
年度までの「高等技術専門学院の新しい推進体制
に関する基本方針」の成果を踏まえ、効率的な執
行体制について検討し、平成30年度に今後の高等
技術専門学院の運営方針（仮称）を策定する。

農政部 06-02 0508 農場リース円滑化事業費

平成29年度に結論を得るよう、公社の自主事業化
に向けた検討を進めること。

引き続き本事業のあり方について、公社及び関係
市町村と協議・検討を進める。

06-04 1002
農業競争力基盤強化特別対策事業
費

本対策については、平成32年度をもって確実に終
了すること。

本対策については、H32に終了する。

平成２６年度包括外部監査の指摘の対応について
検討を進め、今年度中に新たな連携方策の方向性
について結論を得ること。

　施設の利便性向上と利用者増に向け、平成29年
７月に施設所管課で「新たな連携方策促進検討会」
を立ち上げ、10月からは施設管理団体も参画し、
ＷＧを含め計８回開催し、検討を行った結果、次の
取り組みを実施することとした。
①　各施設で発信するホームページや各施設で発
行する広報誌などの各種広報媒体、それぞれの施
設のイベント告知や施設の利用情報などを発信
②　各施設で相互にチラシやイベント等のポスター
等の配架・掲示
③　各施設合同のイベント開催（参加者アンケート
を実施し、利用者ニーズを把握）
　なお、①～③については平成３０年度に必要な検
証を行う。

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

部局名 施策コード 二次政策評価意見整理番号 事務事業名
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水産
林務部

07-05 0310 栽培漁業地域展開事業費

事業費縮減に向けた生産、放流体制の見直しを引
き続き行うとともに、平成30年度の放流試験調査の
結果取りまとめ及び平成31年度からの小型種苗放
流の実用化を見据え、道補助金については、廃止
を含めた今後のあり方を検討すること。

民間主体での取組の実現に向けて、生産・放流体
制の見直しについて検討を進めており、事業経費
の縮減・生産の効率化を図るため、小型種苗放流
の実用化に向けた検証作業等を着実に進め、事業
化を目指しているところ。小型種苗の実用化に向け
ては、放流試験調査を進めており、Ｈ３０に道総研
が調査結果を取りまとめる予定。

0311
北海道水産種苗生産施設維持補修
費

種苗生産施設の無償貸与は、団体の経営状況を
踏まえるなど、団体との費用負担のあり方について
引き続き団体との話し合いを続けること

道施策における種苗生産事業の役割や公益性を
踏まえ、施設利用にあたっては(公社)北海道栽培
漁業振興公社に無償貸付としている。
団体における種苗生産事業の収支状況を踏まえる
と、経費負担増となる貸与施設の有償化は現状で
は困難であるが、引き続き団体との話し合いを進
め、道と団体との費用負担のあり方について検討
を行っていく。

警察本部 - 0401 警察安全相談員経費

警察安全相談員については、毎年度、相談件数の
実績に基づき、専従警察官及び兼務警察官の再
配置を行い、適切に見直すこと

警察安全相談等が増加していることから、今後の
相談件数を踏まえながら専従警察官等の再配置を
継続検討する。

21-01 1601 スクールサポーター委嘱費

スクールサポーターの配置については、毎年度、
安全な学校運営への貢献や各地域における非行
少年の更正などを踏まえた検証を行い、効率的・効
果的な配置の見直しを行うこと。

　スクールサポーターは、学校訪問時の校内巡回
や声掛け、登下校時の見守り活動、警察署やサ
ポートセンターなどの関係機関との連携により、安
全な学校運営へ貢献するとともに非行少年の立ち
直りを支援している。
　配置については、方面別の相談受理件数や少年
非行状況等から見直しも含め検討した結果、平成
30年度は現状を維持した。

2001 交番相談員経費

空き交番の解消に向けて、引き続き交番の統廃合
や交番勤務の配置強化の見直しを行い、交番相談
員数の削減を図ること。

交番の統廃合、交番勤務員の配置の見直しを継続
実施しているほか、平成30年度の交番相談員数を
現状維持とした。

2402
重要犯罪等捜査支援システム拡充
整備費

維持費の対応策、検挙率の効果検証、効率的な配
置について、毎年度見直しを行うこと。

機器の再リースのほか回線・保守委託の契約内容
見直しを行い経費の削減を図るとともに、配置につ
いては、これまでの効果検証に加えて、犯罪の発
生状況等を分析のうえ、効果的・効率的な配置場
所を選定している。

21-02 3501 駐車秩序等改善対策推進費

違法駐車の実態や減少傾向にある取締件数を踏
まえ、引き続き駐車監視員の効率的・効果的な配
置体制となるよう毎年度見直しを行うこと。

駐車監視員による取締件数は向上しているが、継
続的なガイドラインの見直しにより、駐車監視員の
更なる柔軟かつ効果的な運用を図っていく。

○関与団体の自立化推進に関するもの

総合
政策部

02-12 1009
国際交流推進費（北海道国際交流・
協力総合センター補助金）

会費の値上げ等による自主財源の確保、経費の削
減など、道の補助金等が団体の当期支出の2分の
１を下回るような収支改善策を検討し、団体の自立
化を推進すること。

平成２９年度は、HIECC幹部が個別に道内企業等
を訪問して、新規加入の勧誘を行い、一定の成果
を上げた。今後も、戸別訪問の対象を増やすなど、
団体による自主財源確保に向けた取組を推進す
る。

環境
生活部

03-11 0819 青少年育成推進事業費補助金

自主財源の確保、事務事業の見直しによる経費の
削減など、道の補助金等が団体の当期支出の2分
の１を下回るような収支改善策を検討し、団体の自
立化を推進すること。

賛助会員の増加や人件費の見直しなど団体の自
立化に向けた取組を行っており、引き続き取組を推
進していく。

03-15 1020 北海道文化財団補助金

会費の値上げや寄付金の募集等による自主財源
の確保、事務事業の見直しによる経費の削減な
ど、道の補助金等が団体の当期支出の2分の１を
下回るような収支改善策を検討し、団体の自立化
を推進すること。

二次政策評価意見を踏まえ、寄附金や事業収入の
増額のための取り組みについて団体と協議しなが
ら収支改善策を検討するとともに、Ｈ３０事業では、
事業の統廃合や主催事業の共催事業化などの見
直しを実施した。

03-17 1115 障害者スポーツ振興費

自主財源の確保、事務事業の見直しによる経費の
削減など、道の補助金等が団体の当期支出の2分
の１を下回るような収支改善策を検討し、団体の自
立化を推進すること。

会員数の増加による会費収入の増や派遣役員数
の見直しなど事業の見直しによる経費の削減など
について、引き続き団体と協議していく。

保福部 04-09 0606 生活衛生営業指導事業費

0607 生活衛生営業活性化等対策事業費

04-11 0960 手話通訳者設置事業費補助金

0967 聴覚障害者福祉推進事業費

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

事務事業名 二次政策評価意見

会費の値上げや寄付金の募集等による自主財源
の確保、事務事業の見直しによる経費の削減な
ど、道の補助金等が団体の当期支出の2分の１を
下回るような収支改善策を検討し、団体の自立化
を推進すること。

当該団体は、「生活衛生関係営業の運営の適正化
及び振興に関する法律」に基づき、道に代わり生衛
業者への営業振興、経営健全化等を指導している
団体であるが、各種施策に係る生衛業者への窓口
としての役割が年々大きくなっており、必要経費は
増加しているところであるが、道費補助金について
は現状維持とする。団体においてより一層の経費
節減に努めるとともに会費の値上げや寄付金の募
集等、自主財源確保を進めるよう指導していく。

新規会員の確保等による自主財源の確保、経費の
削減など、道の補助金等が団体の当期支出の2分
の１を下回るような収支改善策を検討し、団体の自
立化を推進すること。

新規会員の確保等による自主財源の確保、事業の
見直しなどにより事業規模縮小につながらない方
法での経費の削減などについて、団体と協議を続
けていく。

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

二次政策評価意見整理番号 事務事業名部局名 施策番号

施策番号 整理番号部局名
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経済部 05-05 0335
観光プロモーション推進費（北海道
観光誘致推進事業費）【一般施策】

0336
観光プロモーション推進費（北海道
観光誘致推進事業費）【団補】

05-14 0801 雇用労働施策の推進に関する事務

（一財）札幌勤労者職業福祉センターに対する出え
ん金については、財団の長期経営計画の状況を把
握するとともに、引き続き出えん金の返戻の時期及
び額について検討・協議を進めること。

H28年3月決算で債務超過は解消されたものの、札
幌市からの借入金や補助金に依存した経営状況に
あり、また、現在、経営健全化に向けた取組中(H38
年度まで)であることから、計画の進捗状況等を把
握しながら、出えん金の返還について検討する。

○国への要望等に関するもの

総務部 01-05 0802
私立幼稚園等管理運営対策費補助
金（道単分）

国庫補助対象となっているのは、２名以上の心身
障がい児が就園している幼稚園であるため、補助
対象の拡大を国に対して要望すること。

国への要望は、平成29年7月20日～21日に実施済
みであり、引き続き、働きかけてまいる。

0803
私立幼稚園等管理運営対策費補助
金（交付税＋国庫補助）

0805
私立高等学校管理運営対策費補助
金（交付税＋国庫補助）

環生部 03-13 0213
アイヌ文化振興・研究推進機構事業
費補助金

アイヌ政策を総合的に推進するため、引き続き主
体となるべき国に対し、国の負担割合の引き上げ
等必要な財源措置を求めること。

従来より、国費要望の中で国の負担割合の引き上
げを要請しているところであり、引き続き、機会を捉
えて国に必要な財源措置を求めていく。

保福部 04-03 1120 乳幼児等医療給付事業費

医療費助成（道単独事業分）について、国において
統一的な制度を創設するよう要望するとともに、事
業の効果や他県の状況を注視しながら、受益者負
担の見直しなど、道負担の縮減に向けた検討を行
うこと。

　乳幼児等への医療費の助成は、全都道府県で単
独事業として実施されていることから、他都府県と
も連携しながら、国において制度化されるよう各種
機会を通じて要望しており、今後も継続して行って
いく。
　本医療費助成により、適正な医療機会の確保や
健康保持及び増進が図られており、また、道の受
益者負担は全国的にみて最高水準であることか
ら、受益者負担の見直しについては、事業効果や
他府県の状況を十分に考慮しながら検討していく。

1121 ひとり親家庭等医療給付事業費

医療費助成（道単独事業分）について、国において
統一的な制度を創設するよう要望するとともに、事
業の効果や他県の状況を注視しながら、受益者負
担の見直しなど、道負担の縮減に向けた検討を行
うこと。

　ひとり親家庭等への医療費の助成は、全都道府
県で単独事業として実施されていることから、他都
府県とも連携しながら、国において制度化されるよ
う各種機会を通じて要望しており、今後も継続して
行っていく。
　本医療費助成により、適正な医療機会の確保や
健康保持及び増進が図られており、また、道の受
益者負担は全国的にみて最高水準であることか
ら、受益者負担の見直しについては、事業効果や
他府県の状況を十分に考慮しながら検討していく。

04-04 1129
社会福祉施設産休等代替職員設置
費

国に対し市町村への財源措置を要望するとともに、
他県の状況などを踏まえた制度の見直しに向け、
関係団体と引き続き協議を進めること。

　国に対する要望は引き続き実施していく。
　近年、道内における待機児童解消のための保育
の受け皿整備が着実に進む中、保育士不足は深
刻な問題であり、道内市町村や関係団体から、保
育士確保のためさらなる対策を進めるよう道に対し
て要望されている現状にあって、当補助事業は、保
育士の離職防止など労働環境の確保に資するもの
であることから、事業の縮小・廃止について、関係
団体の理解を得るのは困難な状況であるが、引き
続き協議の申し入れを行っていく。

1141
児童相談所及び一時保護所費（維
持費）

　児童相談所については、近年の児童虐待等の動
向や児童福祉法の改正趣旨を踏まえ、市町村との
連携や役割分担を明確にするなど、引き続き、効
果的・効率的な執行体制の構築を進めること。
　また、一次保護職員の配置に関する国庫基準の
見直しなどについて、引き続き国に要望するなど超
過負担の解消に努めること。

　児童福祉法改正等を踏まえ、市町村と児童相談
所の役割分担や連携方策などを具体的にまとめた
ガイドラインを平成29年度に策定するとともに、市
町村との意見交換会や研修会を開催し、周知と活
用を図ってきた。今後もガイドラインの活用により市
町村との役割分担と連携の推進を図るとともに、研
修による市町村職員の専門性向上の支援や、体制
強化の働きかけ等を行い、児童相談体制の強化に
向け取り組んでいく。
　国庫基準の見直しなどについて、引き続き国に対
して要望を行う。

1142
児童自立支援施設費（義務的経費：
向陽学院）

1144
児童自立支援施設費（義務的経費：
大沼学園）

04-05 0222 （診療所）維持運営費

　引き続き、地元市町村との協議を行い、設置主体
の変更などの検討を進めること。
　また、補助基準額の引き上げ等について、超過
負担の解消が図られるよう、引き続き国に要望する
こと。

　設置主体の変更等について、地元市町村へ継続
して打診を行っているが、いずれも医師の確保や
財政的な理由等により協議は進展していない。
　国庫基準の見直しなどについては、超過負担の
解消に向けて国に要望している。

施設職員の配置に関する国庫基準の見直しなどに
ついて、引き続き国に要望するなど超過負担の解
消に努めること。

国に対して国庫基準の見直しなどについて、引き
続き要望を行う。

会費の値上げや寄付金の募集等による自主財源
の確保、事務事業の見直しによる経費の削減な
ど、道の補助金等が団体の当期支出の2分の１を
下回るような収支改善策を検討し、団体の自立化
を推進すること。

道と機構が共同で実施する負担金事業について
は、道が負担金を措置し、機構や民間などにおい
ても（道の負担を上回る）事業推進に必要な応分の
負担を行い事業を実施している。
なお、機構が本道観光の中核的な役割を担ってい
くためには、安定的な財源基盤を確立していく必要
があると考えており、新たな自主事業の検討や会
員拡大についても団体に求めている。

私学関連経費は、少子化の進展や毎年度の国の
施策動向なども踏まえながら、引き続き助成水準を
検討するとともに、補助制度の拡充や財源措置の
拡充を国へ要望し、道費負担の縮減を図ること。

私学関連経費は、国の施策動向などを踏まえなが
ら、関連経費全体で助成水準を検討し、適切な対
応に努めており、国への要望は、平成29年7月20日
～21日に実施済みであり、引き続き、働きかけてま
いる。

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)

整理番号 事務事業名 二次政策評価意見部局名 施策番号
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保福部 04-06 0919
重度心身障害者医療給付事業費補
助金（義務費）

医療費助成（道単独事業分）について、国において
統一的な制度を創設するよう要望するとともに、事
業の効果や他県の状況を注視しながら、受益者負
担の見直しなど、道負担の縮減に向けた検討を行
うこと。

　重度心身障がい者の医療費の助成は、全都道府
県で単独事業として実施されていることから、他都
府県とも連携しながら、国において制度化されるよ
う各種機会を通じて要望しており、今後も継続して
行っていく。
　本医療費助成により、適正な医療機会の確保や
健康保持及び増進が図られており、また、道の受
益者負担は全国的にみて最高水準であることか
ら、受益者負担の見直しについては、事業効果や
他府県の状況を十分に考慮しながら検討していく。

0940 肢体不自由児施設費（義務費）

旭川肢体不自由児総合療育センター職員の配置
に関する国庫基準の見直しなどについて、引き続
き国に要望するなど超過負担の解消に努めるこ
と。

国庫基準の見直しなどについては、超過負担の解
消に向け、引き続き国に要望する。

1005 軽費老人ホーム運営費補助金

国に対し許可権限を持つ市町村への財源措置を要
望するとともに、入居者負担額の見直し等を平成
29年度中に確実に行い、道負担の縮減に取り組む
こと。

国に対して税源移譲先を市町村に変更するよう引
き続き要望するとともに、入居者負担額の見直し等
について、Ｈ30年度からの見直し合意は得られな
かったが、道負担額の縮減に向け、関係団体と協
議等を更に進めていく。

04-07 0458 特定疾患医療費

特定疾患（道単独事業分）について、国庫負担対
象とするよう引き続き国に要望すること。
国庫負担対象疾病の認定基準の見直しなどを踏ま
え、道単独事業分については、他県の動向も踏ま
えつつ見直しを進めること。
　また、ウイルス性肝炎対策医療給付事業につい
ては、国庫負担対象とするよう引き続き要望すると
ともに、事業の効果、他県の状況を踏まえ、受益者
負担など制度の見直し等による縮減を図ること。

　特定疾患(道単独事業分)について、国庫負担対
象とするよう引き続き要望をしていく。
また、道単事業分の認定基準の見直しについて、
他県の見直し状況について確認したが、道の認定
基準を上回る見直しではなかったことから、引き続
き認定基準の見直しについて、国庫負担対象疾病
の認定基準及び他県の動向も踏まえつつ検討して
いく。
　ウイルス性肝炎対策医療給付事業については、
国庫負担対象とするよう引き続き要望をしていく。
また、国の新たな制度や他県の状況を踏まえ、患
者団体や有識者の意見を伺いながら制度の見直し
について、引き続き見直し等を図っていく。

農政部 06-01 0315
環境保全型農業直接支援対策事業
費

06-02 0417
野菜価格安定資金造成事業費補助
金

06-05 0922 多面的機能支払事業費

0923 中山間地域等直接支払交付金

警察本部 - 0701
機動力強化費（警察車両更新等経
費）

国有車両の配置増については、引き続き国に強く
要望し、道有車両の振替・廃止を行うこと。

国に対し車両の増強配置を積極的に要望し、国有
車両の配置状況に応じて道有車両の配置を検討
する。

国に対し、地方負担が生じないよう、国負担のみで
実施可能な制度とするよう強く要望すること。

国に対し地方負担が生じないよう要望していく。

所管部局の対応（今後の方向性）
(H30年3月末時点)
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