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総 務 部 施 策 概 要

(単位：千円）
私学及び高等教育の振興

私学教育の振興 私立学校等管理運営対策費補助金 22,376,359

私立高等学校経営安定資金貸付金 3,585,000

私立高等学校等就学支援事業費 6,510,919

私立高等学校授業料軽減補助金 988,936

私立高等学校等生徒奨学事業費 13,220,764

高等教育機関の整備・充実 新設大学整備費補助金 150,280

防災・消防体制の充実

防災体制の整備 総合防災体制整備費 526,696

消防力の強化 消防力強化対策費 17,402

消防学校教育の充実 消防学校管理費 144,479

原子力防災対策の推進 原子力防災安全対策費 354,070

原子力環境安全対策費 185,620

国民保護体制の整備 国民保護体制整備推進費 5,732

北方領土の早期返還の実現

北方領土の返還促進 北方領土返還要求運動費 64,418

北方領土隣接地域振興等事業推進費 447,614

援護対策推進費 39,804

北方四島交流推進費 43,765

札幌医科大学の運営

札幌医科大学運営支援費 8,448,082

そ の 他

行政改革推進費 12,938
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総 合 政 策 部 施 策 概 要

(単位：千円）
道の重要政策の総合的な企画・調整

重要政策の企画立案・総合調整 政策調整諸費 2,498

新・北海道総合計画の推進 総合計画費 2,955

道民参加の行政

道政情報の積極的な発信 広報活動推進費 215,949

開かれた道政の推進 広聴活動促進費 7,076

北海道らしさを活かした国際化施策の推進

国際化に向けた連携の強化 国際交流推進費 18,883
国際交流・協力総合センター補助金 106,307

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

国の施策及び予算に関する提案・ 国費予算関係促進費 3,822
要望、社会資本整備の推進 バックアップ拠点形成促進費 468

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

土地水対策の総合的推進、経済・ 土地利用規制等対策費 39,385
景気動向の把握や調査・分析 産業経済動向調査推進費 1,063

地域づくりの推進と市町村自治の振興

地域政策の推進 地域づくり推進費 4,220,261
地域政策総合推進費 119,905
特定地域政策推進費 11,270

市町村自治の振興 市町村行財政運営調整費 26,243
夕張市財政再生支援対策費補助金 79,201

統計調査の実施 委託統計費 817,890

地域主権の推進 地域主権推進事業費 6,583

科学技術の振興と情報化施策の総合的推進

科学技術の振興 科学技術振興事業費補助金 114,305
研究開発推進事業費 35,377

北海道立総合研究機構の運営支援 総合研究機構運営支援費 14,132,770

情報化施策の推進 地域情報化推進対策費 3,733
情報システム推進費 1,828,900

総合的な交通施策の推進・交通体系の整備

総合交通対策等の推進 交通対策調整費 26,492
バス運行対策・利用促進費 1,334,174

新千歳空港の国際拠点空港化の推進 新千歳空港国際拠点空港化推進費 299,194

北海道新幹線の建設促進 北海道新幹線建設等促進費 10,044
北海道新幹線開業戦略推進費 2,866
北海道新幹線鉄道整備事業費負担金 16,854,000
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環 境 生 活 部 施 策 概 要
（単位：千円）

だれもが安心して暮らせる住みよい社会を形成する

健やかでいきいきと暮らせる社会の形成 消費者行政活性化事業費 260,390

北国の住みよい生活環境の創出 浄化槽設置整備事業費 1,220

安全な生活の確保 犯罪のない安全で安心な地域づくり推進 3,202
事業費
犯罪被害者等支援推進事業費 6,917
暴力団排除推進事業費 3,793
交通死亡事故抑止対策事業費 4,299
交通安全啓発特別対策事業費 1,984
北海道交通安全推進委員会補助金 63,626
交通安全指導促進事業費補助金 8,635

男女がともに参画する社会の実現 女性プラザ管理運営費 21,605
配偶者暴力被害者支援対策費 59,688
女性相談援助センター管理費 70,288

アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重 生活館整備等事業費 134,269
され地位の向上が図られる社会の実現 高等学校等進学奨励費 263,710

就職奨励事業費補助金 945
アイヌ文化振興・研究推進機構事業費 313,806
補助金

北の風土に根ざし世界と交流する人と文化を育む

新しい時代を拓く人づくり 市民活動促進センター管理運営費 26,934
地域活動推進事業費補助金 27,896
特定非営利活動法人認定等促進事業費 571
すこやか若人育成推進事業費 1,360
青少年育成推進事業費補助金 39,971
青少年非行防止特別対策事業費 4,065
スポーツ王国北海道事業費 35,771
スポーツ競技力向上推進事業費補助金 77,798
広域スポーツセンター事業費 5,568

北の香りただよう文化の創造 歴史・生活文化施設管理費 515,854
生活文化活動振興事業費 986
北海道文化財団補助金 139,329
北海道博物館設置費 727,500
世界遺産登録推進費 18,252
芸術文化活動費補助金 100,000

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

環境を重視した社会づくり グリ－ンニュ－ディ－ル基金事業 246,171
環境保全活動推進費 7,553
道民省エネ実践見える化事業 26,677
道産クレジット活用促進事業費 2,498

地球的視野に立った環境保全の推進 水道施設管理指導費 2,664
大気汚染対策費 120,971
化学物質対策費 20,147
３Ｒ推進費 3,733
循環資源利用促進事業費 713,752
ＰＣＢ適正処理推進費 12,171
循環型社会形成戦略的推進事業費 528

自然と人との共生の確保 自然環境計画推進費 5,833
生物多様性保全推進事業費 22,956
知床地域自然環境保全管理費 9,682
鳥獣保護対策推進費 2,053
エゾシカ総合対策推進費 47,675
エゾシカ対策推進費 13,174

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 18,854
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保 健 福 祉 部 施 策 概 要

(単位：千円）
一人ひとりの生涯を通じた健康づくりのために

心身の健康を維持、増進するための 地域自殺対策緊急強化推進費 256,601
環境づくり がん対策等推進事業費 43,336
生涯を通じた歯と口腔の健康を推進 地域歯科保健対策費 30,585
するための環境づくり

だれもが安心できる医療の確保のために
地域に必要な医師を養成・確保する 緊急臨時的医師派遣事業費 156,327
ための仕組みづくり 救急勤務医・産科医等確保支援事業費補助金 120,258

医師養成確保修学資金貸付事業費 309,376
地域医師連携支援センター運営事業費 40,725
子どもをもつ医師の就労環境整備事業費補助金 44,230

地域に必要な医療の確保に向けた 地域医療再生計画推進事業費 7,657,141
医療機能連携のための体制づくり 地域医療広域連携推進事業費 236,819

医療施設耐震化臨時特例整備促進費補助金 893,888
ドクターヘリ整備事業費 631,413
災害拠点病院機能強化事業費補助金 150,000
周産期医療システム整備事業費 425,976
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 118,000
認知症疾患医療センター運営事業費 27,601

子どもを安心して生み育てる環境づくりのために
だれもが安心して子どもを生み育て 子育て支援対策事業費 8,624,497
ることができる環境づくり 特定不妊治療費助成事業費 191,382
子どもが健やかに成長するための 放課後児童対策等事業費補助金 1,359,323
環境づくり 児童虐待防止対策等推進事業費 112,673

高齢者が地域でいきいきと健康で暮らすために
介護が必要になっても住み慣れた 地域包括ケア重点推進事業費 90,548
場所での生活を支援する地域づくり 介護基盤緊急整備等特別対策事業費 5,042,963

障がいのある人の自立した地域生活を支えるために
権利擁護の仕組みづくり 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 17,878

障がい者権利擁護センター運営事業費 5,062
障がいのある人が暮らしやすい地域 広域相談支援体制整備事業費 115,500
づくり 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業費 545,308
障がいのある人がもっと働ける環境 障害者就業・生活支援センター事業費 68,334
づくり 障がい者就労支援推進事業費 28,668

安心して生活できる環境づくりのために
安心して食生活を送るための環境 牛海綿状脳症検査費 121,910
づくり と畜検査費 323,718
感染症の予防や治療のための体制 感染症指定医療機関運営費補助金 74,700
づくり 感染症対策推進事業費 90,683
ひとり親家庭等の経済的な自立など 母子家庭等就業・自立支援センター事業費 36,571
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 離職者の安心生活支援事業費 1,054,959
た環境づくり

ともに支え合う地域づくりのために
地域福祉の推進に向けた環境づくり 社会福祉施設整備事業費 3,638,873
利用者の利益を保護するための 地域福祉生活支援センター運営事業費補助金 70,518
仕組みづくり

保健医療福祉を担う人づくりのために
地域医療を担う医師、看護職員等の 看護職員就労対策費 502,416
養成・確保に向けた仕組みづくり 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費 91,939
地域福祉を担う人材の育成・確保に 福祉・介護人材確保総合対策事業費 128,498
向けた環境づくり 介護職員等のたん吸引等研修事業費 33,407
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経 済 部 施 策 概 要

（単位：千円）
人々の生活を支える力強い地域経済づくり

中小企業の競争力強化 中小企業総合振興資金貸付金 175,256,000
地域中小企業経営力強化特別対策事業費 73,136
小規模事業振興指導費補助金 3,862,757
創業チャレンジ・事業承継スタートアップ支援事業費 29,956

地域商業の活性化 地域商業活性化総合対策事業費 41,284

ものづくり産業の競争力強化 戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲) 538,670
と地域展開 本社機能等移転促進事業費補助金 10,000

企業立地促進費補助金 1,957,451
中小企業競争力強化促進事業費 50,651
食関連機械産業支援ＩＴ人材育成・利活用促進事業費 14,909

地域産業を担う人材育成と 戦略産業雇用創造プロジェクト事業費 538,670
就業促進 北海道求職者就職支援センター事業費 118,881

地域若年者雇用奨励事業費 53,205
緊急雇用創出事業臨時特例対策推進費 7,906,071
（うち「起業支援型雇用創造事業」分） (4,650,000)

障がい者就業サポーター派遣事業費 21,209
非正規労働者均衡待遇・正社員化促進事業費 10,894
デュアルシステム推進事業費 185,957

本道経済の成長力強化に向けた取組の推進

食の総合産業化による食産業 戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲) 538,670
立国の形成 北海道食品機能性表示委員会運営費 1,385

北海道食産業総合振興機構負担金 17,000
北海道食品機能性表示制度活用促進事業費 43,495

地域における魅力ある観光の 長期滞在型観光地づくり支援事業費 50,395
新展開 着地型観光魅力づくり推進事業費 38,427

アウトドア資格制度活用体験型観光活性化事業費 20,755
道内旅行意欲向上キャンペーン事業費 27,465
北海道新幹線開業等の効果を生かした誘客促進事業費 19,896
ＬＣＣ等空路を活用した誘客促進事業費 30,198
北海道安全・安心プロモーション事業費 23,475
北海道観光成長市場開拓促進事業費 77,158

世界の中の北海道を意識した 戦略産業雇用創造プロジェクト事業費(再掲) 538,670
海外市場の開拓 北東アジア経済交流推進費 3,564

サハリン州等ロシア極東地域友好・経済協力推進事業費 5,698
ＡＳＥＡＮ等ネットワーク事業費 20,358

環境・エネルギー産業の振興 エネルギーの地産地消促進事業費 55,663
環境・エネルギープロジェクト形成促進事業費 31,467
環境産業企業間連携支援事業費 15,976
環境・エネルギー「サポートビジネス」創出育成事業費 5,155
食のリサイクルトップランナー育成事業費 4,014
戦略的省エネ促進事業費 15,326
道産エネルギー技術振興事業費 63,735
地域新エネルギー導入加速化事業費 11,026
「一村一エネ」事業費 91,046



- 70 -

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 6,397
北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費 21,478
農業生産工程管理（ＧＡＰ）高度化促進事業費 2,125
新たな北海道米ブランド戦略プロジェクト事業費 11,137
道産小麦利用転換加速化事業費 8,705
農地における放射線物質モニタリング調査事業費 770
新しい農業・農村づくり推進費 856

農業の持続的発展 環境保全型農業総合推進事業費(再掲) 17,431
米産地育成総合対策事業費 2,986
輪作体系維持・確立対策事業費 3,475
野菜産地育成総合対策事業費 57,024
北海道ワインぶどうブランド力強化事業費補助金 1,000
畜産振興総合対策事業費 231,737
新たな北海道牛肉の品質向上対策事業費 1,300
草地生産力向上支援特別対策事業費(再掲) 36,000
強い農業づくり事業費 8,971,174
食料供給基盤強化特別対策事業費(再掲) 1,669,337
鳥獣被害防止総合対策事業費 1,075,368
普及活動推進事業費 81,334
次世代農業確立普及推進事業費 3,958
北海道施設園芸高度化事業費 3,618

｢環境｣と調和した生産活動の 環境保全型農業総合推進事業費 17,431
推進 環境保全型農業直接支援対策事業費 214,000

畜産環境保全対策推進事業費 1,019,676
農村環境保全対策推進事業費 841
農地・水保全管理支払事業費 1,705,076
中山間地域等直接支払事業費 6,173,012

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 担い手育成総合推進事業費 14,367
様な人づくり 青年就農給付金事業費 1,362,946

農業技術習得支援事業費 11,069
新規就農者支援体制推進事業費 1,452
北海道農業担い手育成センター事業費 339,362
就農支援資金貸付事業等特別会計 1,526,372

地域農業を支えるシステムづくり 地域農業を担う経営体育成支援事業費 1,727
経営所得安定対策直接支払推進事業費 562,191
人・農地問題解決推進事業費 538,311
農業金融対策推進費 922,476

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 1,669,337
草地生産力向上支援特別対策事業費 36,000
農地・水保全管理支払事業費(再掲) 1,705,076

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
農地保有合理化促進事業費 227,506

農業を核とした産業展開と快適で豊かな農村づくり

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 13,423
かな産業展開 ６次産業化ネットワーク活動事業費 10,670

小水力等再生可能エネルギー導入推進事業費 110,000
教育旅行受入充実支援事業費 4,941

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 120,284
農地・水保全管理支払事業費(再掲) 1,705,076

北海道地方競馬の振興 地方競馬特別会計 15,879,978
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水 産 林 務 部 施 策 概 要
(単位：千円）

水域環境の保全及び水産資源の持続的な利用、増大

水産資源の適切な管理等 漁業取締船費（調査設計費、建造費） 955,889
遊漁調整総合対策事業費 10,288
資源管理体制推進事業費 28,529

栽培漁業の推進 日本海ニシン資源増大対策事業費 9,435
サクラマス資源対策事業費 7,000
ナマコ資源増大推進事業費 4,482
マツカワ資源造成事業費 22,842
秋サケ資源対策事業費 25,323
水産物供給基盤整備事業費（漁場） 4,985,972

水産資源の生育環境の保全 藻場再生対策総合事業費 2,161
及び創造 環境・生態系保全活動支援事業費 73,478

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 研修事業費 20,060
漁業就業促進事業費 5,949

安定的な水産業経営の育成 漁業近代化資金利子補給金 366,212
漁業振興資金利子補給金 30,495
漁業経営健全化促進資金利子補給金 10,503
コンブ作業省力化対策事業費 9,824

安全かつ良質な水産物の 道産水産物輸出関連対策事業費 36,389
安定的な供給 水産物流通安全対策事業費 4,155

水産物の競争力の強化 道産水産物消費拡大推進事業費 3,080

環境と調和した水産業の展開 海獣被害軽減化モデル事業費 2,011
とど・オットセイ海獣被害防止総合対策事業費 14,410

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 離島漁業再生支援交付金 128,010
水産物供給基盤整備事業費（漁港） 11,808,113
漁港海岸保全事業費 824,447

地域の特性に応じた森林づくり

森林の整備の推進 地域森林計画編成事業費 106,970
及び保全の確保 森林整備事業（造林・林道） 8,484,933

未来につなぐ森づくり推進事業費補助金 586,240
エゾシカ森林被害防止強化対策事業費 1,953
治山事業 7,847,246

道有林野の管理運営 道有林野事業［森林整備・管理関係］ 2,204,307
森林吸収エコビジネス推進事業費 1,649
道有林エゾシカ緊急対策事業費 24,955

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 496,254
森林整備加速化・林業再生事業費 12,144,927
林業・木材産業構造改革事業費 212,962

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） 12,144,927

山村地域における 森林整備担い手対策推進費 124,917
就業機会の確保等

森林づくりに関する 林業普及活動高度化事業費 7,156
技術の向上

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 36,054
北海道植樹祭開催費 3,426

青少年の学習の機会の確保 小中学生等の森林づくり活動参加促進事業費 5,140

道民等の自発的な 協働の森づくり人材育成事業費 2,706
活動の促進

道民の意見の把握等 地域森林計画編成事業費（再掲） 106,970



- 72 -
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時代を見据えてつくり、生かす社会資本

連携と交流を支える総合的な 海上ネットワ－ク形成推進費 72,324
交通ネットワ－クの形成 空港維持管理費 1,125,108

航空ネットワ－ク形成推進費 242,150
空港整備費 1,009,362
道路交通安全施設事業費 13,836,700
道路改築事業費 48,427,300
道路局部改良事業費 9,552,000

安全・安心な国土をつくるた 河川改修事業費 17,055,972
めの社会資本整備 ダム建設事業費 4,157,518

砂防事業費 4,650,636
急傾斜地崩壊防止事業費 2,518,500
海岸侵食対策事業費 432,600
海岸局部改良事業費 1,102,000

既存ストックの有効活用と維 道路維持補修事業費 4,220,800
持管理の充実

安心で心豊かな北海道ライフスタイル

防災・減災の体制づくり 総合流域防災事業費 8,367,086
火山砂防事業費 1,407,000
海岸高潮対策事業費 1,480,400
災害に強いまちづくり推進事業費 3,025
住宅・建築物耐震改修等事業費 31,640

冬も安心して快適に暮らせる 道路除雪事業費 9,275,700
まちづくり 積雪寒冷地域機械整備事業費 2,100,000

住みよいまちづくりの推進 美しい景観のくにづくり推進事業費 2,420
屋外広告物景観指導対策費 13,769
都市計画街路事業費 8,846,300
都市公園整備費 906,700
都市公園管理費 622,497
流域下水道事業費 1,875,200
公共下水道事業費 245,000
地域環境保全下水道事業費補助金 122,463
公営住宅等関連事業推進費 23,324
道営住宅建設費 6,248,308
道営住宅維持管理費 1,637,714

人と自然がともに生きる環境のフロントランナ－

豊かな自然環境の保全とみど みどり豊かな道づくり事業費 41,000
りの環境づくり 河川環境維持補修事業費 1,059,700

河畔林整備事業費 2,000

北海道らしい循環型社会の形 建設リサイクル法施行費 3,907
成

強みと可能性を生かした力強い経済・産業

産業振興を加速する取組の推 建設業経営体質強化対策事業費 38,572
進 北方型住宅推進事業費 23,430

民間住宅等関連事業推進費 74,134

円滑な建設行政の推進 道単独事業用地対策費 5,798,166
北海道土地開発公社自主事業用地対策費 10,771,273


