
北方領土の早期返還の実現

北方領土返還要求運動費  

北方領土隣接地域振興等事業推進費

援護対策推進費           

北方領土の返還促進

総 務 部 施 策 概 要

防災・消防体制の充実

私立高等学校等就学支援事業費 

私立高等学校授業料軽減補助金

消防学校管理費      

原子力防災対策の推進 原子力防災安全対策費      

私学教育の振興

原子力環境安全対策費

国民保護体制整備推進費 

総合防災体制整備費  

消防力強化対策費

27,266

原子力災害緊急事態応急対策拠点施設整備費 1,233,137

8,142,000

12,315

そ　の　他

北方四島交流推進費 

札幌医科大学運営支援費

札幌医科大学の運営

行政改革推進費 

454,569

47,549

66,647

510,950

私立高等学校経営安定資金貸付金

486,706

5,624

271,898

575,493

31,943

私立学校等管理運営対策費補助金 23,974,947

3,478,200

新設大学整備費補助金      149,741

私立高等学校等生徒奨学事業費  

7,061,600

（単位：千円）

防災体制の整備

消防力の強化

消防学校教育の充実

国民保護体制の整備

860,405

13,565,554

高等教育機関の整備・充実

私学及び高等教育の振興

- 65 -



物流対策の推進及び港湾機能等の充実

北海道新幹線の建設促進

航空・空港政策の推進

1,273,010

北海道新幹線開業戦略推進費 43,670

空港整備費　

307,507

9,040

航空ネットワーク形成推進費　　　 

海上ネットワーク形成推進費

委託統計費　　　　

バス運行対策・利用促進費

国際交流・協力総合センター補助金

北海道立総合研究機構の運営

総合的な交通施策の推進・交通体系の整備

総 合 政 策 部 施 策 概 要

道の重要政策の総合的な企画・調整

道民参加の行政

4,475

（単位：千円）

新・北海道総合計画の推進

4,272政策調整諸費

科学技術の振興と情報化施策の総合的推進

情報システム推進費

夕張市財政再生支援対策費補助金

交通対策調整費　　　　

地域政策総合推進費

科学技術振興事業費補助金　　　　

特定地域政策推進費

925

4,208,661

国費予算関係促進費　　　　

26,418

地域づくり推進費　　　　

6,030

29,130

国費予算に関する総合調整及び社会資本整備の総合的推進

総合計画費　

道政情報の積極的な発信

開かれた道政の推進 広聴活動促進費　

市町村自治の振興

広報活動推進費　 194,591

科学技術の振興

研究開発推進事業費

総合研究機構運営支援費　　　　 

地域主権の推進 地域主権推進事業費　

情報化施策の推進

国際化に向けた連携の強化

地域政策の推進

北海道らしさを活かした国際化施策の推進

土地水対策等の総合的推進及び経済・景気動向の調査・分析

地域づくりの推進と市町村自治の振興

産業経済動向調査推進費景気動向の把握や調査・分析

国際交流推進費　　　　

統計調査の実施

土地利用規制等対策費 

16,239

5,728

1,208,672

24,645市町村行財政運営調整費

総合交通対策等の推進

北海道新幹線建設等促進費　

1,332,288

95,867

10,948,334

123,476

61,867

73,973

北海道新幹線鉄道整備事業費負担金

97,765

34,727

13,946,420

2,993

新千歳空港国際拠点空港化推進費　　　　 

1,787,582

地域情報化推進対策費　

331,831

重要政策の企画立案・総合調整

要望、社会資本整備の推進

国の施策及び予算に関する提案・

土地水対策の総合的推進、経済・

4,743

12,863
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18,666

5,450
21,399
9,244
12,036

13,174

414

12,227

19,665
2,953

321,120

26,897

70,018

38,069

100,000

884,815

5,346

2,592

スポーツ競技力向上推進事業費補助金

7,410

3,473
49,602

514
1,224

231,716

125,318

521,662
766

138,385
739,200
17,609

1,298,636

26,647

心の豊かさの感じられる快適環境の創出 動物愛護管理対策推進費

自然と人との共生の確保

エゾシカ総合対策推進費
エゾシカ対策推進費

12,131
循環型社会形成戦略的推進事業費

自然環境計画推進費

生活文化活動振興事業費
北海道文化財団補助金

ＰＣＢ適正処理推進費

世界遺産登録推進費

北の香りただよう文化の創造

化学物質対策費
３Ｒ推進費

知床地域自然環境保全管理費

すこやか若人育成推進事業費
特定非営利活動法人認定等促進事業費

水道施設管理指導費
大気汚染対策費

循環資源利用促進事業費

歴史・生活文化施設管理費

新しい時代を拓く人づくり

鳥獣保護対策推進費

生物多様性保全推進事業費

地球的視野に立った環境保全の推進

芸術文化活動費補助金

グリ－ンニュ－ディ－ル基金事業費
環境保全活動推進費
省エネライフスタイル促進事業費

環境を重視した社会づくり

よりよい環境を未来に引き継ぐ環境重視型社会を創出する

地域活動推進事業費補助金

高等学校等進学奨励費
就職奨励事業費補助金

北海道博物館設置費

青少年育成推進事業費補助金

スポーツ王国北海道事業費
青少年非行防止特別対策事業費

アイヌ文化振興・研究推進機構事業費

生活館整備等事業費

環 境 生 活 部 施 策 概 要

だれもが安心して暮らせる住みよい社会を形成する

交通安全啓発特別対策事業費
交通死亡事故抑止対策事業費

1,270

2,405

健やかでいきいきと暮らせる社会の形成

北国の住みよい生活環境の創出

市民活動促進センター管理運営費

浄化槽設置整備事業費

60,683
8,203

6,458

20,401
58,225

交通安全指導促進事業費補助金

1,050

81,066

女性プラザ管理運営費

3,869
474

125,824

北の風土に根ざし世界と交流する人と文化を育む

重され地位の向上が図られる社会の実現

安全な生活の確保

男女がともに参画する社会の実現

北海道交通安全推進委員会補助金

女性相談援助センター管理費
配偶者暴力被害者支援対策費

補助金

犯罪のない安全で安心な地域づくり推進

（単位：千円）

アイヌの人たちの民族としての誇りが尊

暴力団排除推進事業費
犯罪被害者等支援推進事業費
事業費

消費者行政活性化事業費 196,017

1,098
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だれもが安心できる医療の確保のために

子どもを安心して生み育てる環境づくりのために

高齢者が地域でいきいきと健康で暮らすために

障がいのある人の自立した地域生活を支えるために

安心して生活できる環境づくりのために

在宅医療連携システム推進事業費
医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金

保 健 福 祉 部 施 策 概 要

利用者の利益を保護するための

地域医師連携支援センター運営事業費
子どもをもつ医師の就労環境整備事業費補助金
地域医療再生計画推進事業費

一人ひとりの生涯を通じた健康づくりのために

ドクターヘリ整備事業費
災害拠点病院機能強化事業費補助金

認知症疾患医療センター運営事業費

子育て支援対策事業費だれもが安心して子どもを生み育て

周産期医療システム整備事業費
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金

地域包括ケア重点推進事業費

環境づくり

介護が必要になっても住み慣れた

保育緊急確保事業費

放課後児童対策等事業費補助金

ることができる環境づくり

子どもが健やかに成長するための
児童虐待防止対策等推進事業費

特定不妊治療費助成事業費

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会等運営事業費

障がいのある人が暮らしやすい地域
障がい者権利擁護センター運営事業費

介護基盤緊急整備等特別対策事業費

広域相談支援体制整備事業費

場所での生活を支援する地域づくり

権利擁護の仕組みづくり

食品衛生検査費

づくり

安心して食生活を送るための環境
と畜検査費

障害者就業・生活支援センター事業費
づくり
障がいのある人がもっと働ける環境

障がい者就労支援推進事業費

社会福祉施設等耐震化等整備促進事業費

母子家庭等就業・自立支援センター事業費
づくり
ひとり親家庭等の経済的な自立など

感染症指定医療機関運営費補助金
づくり
感染症の予防や治療のための体制

感染症対策推進事業費

地域福祉生活支援センター運営事業費補助金
地域福祉の推進に向けた環境づくり

離職者の安心生活支援事業費
を支援する環境づくり
生活困窮者の生活保障と自立に向け

ともに支え合う地域づくりのために

社会福祉施設整備事業費

生活困窮者自立促進支援事業費

看護職員就労対策費地域医療を担う医師、看護職員等の

仕組みづくり

保健医療福祉を担う人づくりのために

新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費
福祉・介護人材確保総合対策事業費
介護職員等のたん吸引等研修事業費

養成・確保に向けた仕組みづくり
地域福祉を担う人材の育成・確保に
向けた環境づくり

156,327
107,162
358,741
39,212

440,052

28,786

685,347
41,500

46,082
2,381,400

34,189
4,183,371

2,952

113,191

70,152
1,316,140

31,544

6,242,258
4,197,001

1,485,620
442,434

地域自殺対策緊急強化推進費
がん対策等推進事業費
地域歯科保健対策費

緊急臨時的医師派遣事業費
救急勤務医・産科医等確保支援事業費補助金
医師養成確保修学資金貸付事業費

207,798
29,549

3,149,698

118,000

443,204
94,427

60,964
105,868
39,021

1,175,930
338,951

地域に必要な医療の確保に向けた
医療機能連携のための体制づくり

66,992

68,336
9,997

105,884
336,340

390,640

17,246

114,072

（単位：千円）

124,311
31,733

心身の健康を維持、増進するための
環境づくり
生涯を通じた歯と口腔の健康を推進
するための環境づくり

地域に必要な医師を養成・確保する
ための仕組みづくり

た環境づくり
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1,710,465

海外市場の開拓
531,268

24,300

2,600

緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費

北海道食産業総合振興機構負担金

「もうひと旅北海道」ＰＲ事業費

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲)

地域における魅力ある観光の

本道経済の成長力強化に向けた取組の推進

中小企業の競争力強化

地域商業の活性化

地域中小企業経営改善サポート事業費
小規模事業振興指導費補助金

企業立地促進費補助金

「北海道の食」輸出拡大現地支援モデル実証事業費

経 済 部 施 策 概 要

環境・エネルギー産業の振興

12,350
43,463

26,600

151,200,000
55,386

3,832,108
17,710

中小企業総合振興資金貸付金

創業者フォローアップ支援強化事業費 

10,544

中小企業競争力強化促進事業費
ものづくり「なでしこ」応援パッケージ事業費
一次産業等効率化機械の共同開発促進事業費

地域若年者雇用奨励事業費

一次産業の強みを活かした一貫生産型立地加速事業費 2,508

28,775

6,539
2,100

2,500

142,716

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲)

531,268

ものづくり「なでしこ」応援パッケージ事業費(再掲)

33,962

6,539

531,268

地域商業活性化総合対策事業費

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲)ものづくり産業の競争力強化
と地域展開

75,987
北海道観光成熟市場誘客確保促進対策事業費

立国の形成

76,176

　（うち「地域人づくり事業」分）

地域新エネルギー導入加速化事業費
「一村一エネ」事業費

エネルギーの地産地消促進事業費　
環境・エネルギープロジェクト形成促進事業費

地熱開発理解促進事業費
戦略的省エネ促進事業費

サハリン州北海道ブランド通年化促進事業費

北東アジア経済交流推進費

道産エネルギー技術振興事業費

着地型観光魅力づくり推進事業費

北海道新幹線開業等の効果を活かした誘客促進事業費

北海道新幹線開業対策観光地づくり緊急支援事業費

北海道体験型観光活性化事業費

環境産業企業間連携支援事業費

災害に強い観光地づくり事業費

北海道観光通年化対策事業費

7,148

122,494

28,635

15,033

2,992
5,169

7,424

63,695

31,480

サハリン州等ロシア極東地域友好・経済協力推進事業費

地域バイオマスエネルギー導入促進事業費
6,691

45,665

戦略産業雇用創造プロジェクト事業費
北海道求職者就職支援センター事業費

北海道観光成長市場開拓促進事業費

19,323

32,846
6,760,476

（単位：千円）

9,826

人々の生活を支える力強い地域経済づくり

北海道新幹線開業に向けた食の推進事業費
ワイン＆チーズ等による地域活性化推進事業費

技術専門学院付属施設整備費

17,000

デュアルシステム推進事業費

就業促進

28,601

118,475

食の総合産業化による食産業

世界の中の北海道を意識した

11,794

18,140

(5,676,146)

531,268

地域産業を担う人材育成と

新展開
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農 政 部 施 策 概 要

（単位：千円）
需要に応じた安全・安心な食料の安定供給とこれを支える持続可能な農業の推進

安全・安心な食料の安定供給 食の安全・安心推進費 4,561
北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費 971
新北海道らしい食育推進事業費 8,500
農業生産工程管理（ＧＡＰ）高度化促進事業費 2,064
新たな北海道米ブランド戦略プロジェクト事業費 10,023
道産小麦利用転換加速化事業費 7,835
農地における放射性物質モニタリング調査事業費 346
新しい農業・農村づくり推進費 770

農業の持続的発展 環境保全型農業総合推進事業費(再掲) 15,050
米産地育成総合対策事業費 2,755
畑作物生産改善対策費 5,211
野菜産地育成総合対策事業費 54,770

畜産振興総合対策事業費 142,882
北海道次世代施設園芸推進事業費 2,000

草地生産力向上支援特別対策事業費(再掲) 95,000
強い農業づくり事業費 14,884,517
食料供給基盤強化特別対策事業費(再掲) 1,505,367
鳥獣被害防止総合対策事業費 1,586,151

環境と調和した農業の推進 環境保全型農業総合推進事業費 15,050

普及活動推進事業費 79,576
ロボット農作業機等実用化普及推進事業費 3,578

多面的機能支払事業費 2,909,284

環境保全型農業直接支援対策事業費 207,500
畜産環境保全対策推進事業費 853,508

農村における女性の活力発揮推進モデル事業費 1,000

中山間地域等直接支払事業費 6,175,997

北海道農業・農村を支える意欲ある人づくり

農業生産や地域活動を担う多様 担い手育成総合推進事業費 24,539

北海道農業担い手育成センター事業費 341,806

558,827経営所得安定対策直接支払推進事業費

な人づくり 青年就農給付金事業費 1,812,878
新規就農者受入・指導体制強化推進事業費 3,007

人・農地問題解決推進事業費 41,354

就農支援資金貸付事業等特別会計 1,259,916

地域農業を支えるシステムづくり

地域農業を担う農業生産法人等支援事業費 34,226
酪農経営ヘルパー育成支援促進事業費 6,000
農業金融対策推進費 810,306

農業生産の基本となる優良農地の確保・整備と効率的な利用

農業生産を支える基盤づくり 食料供給基盤強化特別対策事業費 1,505,367
草地生産力向上支援特別対策事業費 95,000
多面的機能支払事業費(再掲) 2,909,284

優良農地の適切な利用の推進 優良農地確保対策推進指導費 1,988

農業委員会等活動促進助成費 548,231

農業を核とした産業展開と快適で豊かな農村づくり

農地売買支援事業費 182,291
農地中間管理機構事業費 262,182
機構集積協力金交付事業費 1,302,716

農業を核とした地域の個性豊 農業・農村コンセンサス形成総合推進事業費 13,365
かな産業展開 ６次産業化ネットワーク活動事業費 497,891

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業費 65,600
道産農畜産物輸出促進支援事業費 987
薬用作物産地確立支援事業費 3,500

847
都市農村共生・対流総合対策交付金推進費 2,500

快適で魅力ある生活の場づくり 農山漁村活性化プロジェクト支援事業費 57,848

教育旅行受入拡充支援事業費

多面的機能支払事業費(再掲) 2,909,284

ホッカイドウ競馬の推進 地方競馬特別会計 16,963,126
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　　　　　　　　　　 森林・山村多面的機能発揮対策推進費 5,760

道民の意見の把握等 地域森林計画編成事業費（再掲） 96,518

青少年の学習機会の確保 小中学生等の森林づくり活動参加促進事業費 4,626

道民等の自発的な活動の促進 協働の森づくり人材育成事業費 2,429

道民との協働による森林づくり

道民の理解の促進 道民との協働の森づくり推進事業費 31,859
北海道植樹祭開催費 3,083

山村地域における 森林整備担い手対策推進費 117,268
就業機会の確保等

森林づくりに関する技術の向上 林業普及指導費 10,382

4,841,120
林業・木材産業構造改革事業費 305,196

木材産業等の健全な発展 森林整備加速化・林業再生事業費（再掲） 4,841,120

森林整備加速化・林業再生事業費

1,484
道有林エゾシカ緊急対策事業費 23,208

林業及び木材産業等の健全な発展

林業の健全な発展 森林整備地域活動支援交付金 462,459

森林吸収エコビジネス推進事業費

2,106
治山事業費 7,526,528

道有林野の管理運営 道有林野事業費［森林整備・管理関係］ 2,577,746

エゾシカ森林被害防止強化対策事業費

5,189,215

森林の整備の推進 地域森林計画編成事業費 96,518
及び保全の確保 森林整備事業費（造林・林道） 8,826,960

漁港海岸保全事業費

トド・オットセイ海獣類被害防止総合対策事業費

衛生管理対策・ホタテガイ海域拡大管理推進事業費

コンブ減産緊急対策事業費

秋サケ資源対策事業費

道産水産物消費拡大推進事業費

ナマコ栽培漁業推進事業費

漁業近代化資金利子補給金　

日本海ニシン栽培漁業定着事業費　　　　
日本海サクラマス資源増殖効率化対策事業費

マツカワ栽培漁業実証事業費

藻場再生対策総合事業費　　　

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 599,280

安定的な供給

地域の特性に応じた森林づくり

水産物供給基盤整備事業費（漁港）

3,080

多様な機能を発揮する漁村地域の発展

活力ある漁村の構築

11,648,592
891,946

漁業就業促進事業費

環境・生態系保全活動支援事業費

漁業近代化漁船整備特別対策資金利子補給金
【債務負担行為】

緊急海水・水産物モニタリング調査事業費

漁業振興資金利子補給金

安定的な水産業経営の育成

水域環境の保全及び水産資源の持続的な利用、増大

収益性の高い健全な経営の確立及び組織の育成

担い手の育成及び確保等

及び創造

遊漁調整総合対策事業費
資源管理体制推進事業費

水産物供給基盤整備事業費（漁場）

7,934
漁業取締船建造費

6,240
1,822

28,837

6,297

水産物の競争力の強化

環境と調和した水産業の展開

漁港漁村活性化対策事業費 942,100

60,617

35,114

124,236

道産水産物輸出市場対策事業費

離島漁業再生支援交付金

安全かつ良質な水産物の

（単位：千円）

932

30,495
351,448

13,491

1,375

20,570
25,327

1,509

523,244

水 産 林 務 部 施 策 概 要

8,500

20,058研修事業費　　　　

2,026

5,911

水産資源の適切な管理等

栽培漁業の推進

水産資源の生育環境の保全
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時代を見据えてつくり、生かす社会資本

人と自然がともに環境のフロントランナ－

強みと可能性を生かした力強い経済・産業

北海道らしい循環型社会の形成

23,324

13,677

1,500,000

2,384

海岸侵食対策事業費

10,770,092

維持管理の充実

908,000
625,681

9,613,781

34,714

みどり豊かな道づくり事業費　　　　

17,323,054

5,797,973

3,669

1,758,000
226,000
107,210

8,335,000

24,700
57,850

1,071,000

（単位：千円）

13,729,700
44,415,000
10,970,000

連携と交流を支える総合的な
交通ネットワ－クの形成

めの社会資本整備

道路交通安全施設整備費
道路改築事業費
道路局部改良事業費

安全・安心な国土をつくるた 河川改修事業費　　　　

河川環境維持補修事業費

1,657,867

1,059,700

422,000

都市公園管理費

美しい景観のくにづくり推進事業費　　　
屋外広告物景観指導対策費

地域環境保全下水道事業費補助金

4,220,800

流域下水道事業費

212,242

総合流域防災事業費

安心で心豊かな北海道ライフスタイル

3,025

公営住宅等関連事業推進費

海岸高潮対策事業費

6,493,548
1,050,000
1,177,000

道路除雪事業費
積雪寒冷地域機械整備事業費

災害に強いまちづくり推進事業費
住宅・建築物耐震改修等事業費

都市公園整備費

5,881,687

砂防事業費
急傾斜地崩壊防止事業費 2,382,400

ダム建設事業費 4,286,953
5,429,800

海岸局部改良事業費

道路維持補修事業費　　　 

火山砂防事業費

建設業経営体質強化対策事業費　　　　

都市計画街路事業費

公共下水道事業費

産業振興を加速する取組の推進

りの環境づくり

建設リサイクル法施行費　　　 

道営住宅維持管理費
道営住宅建設費

道単独事業用地対策費
北海道土地開発公社自主事業用地対策費

北方型住宅推進事業費
民間住宅等関連事業費

円滑な建設行政の推進

既存ストックの有効活用と

防災・減災の体制づくり

住みよいまちづくりの推進

豊かな自然環境の保全とみど 41,000

冬も安心して快適に暮らせる
まちづくり
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