
令和３年度　政策評価（基本評価）の結果への対応　【施策評価　一次評価】

所管
部局名

施策
コード

施策名 総合判定 対応方針 一次政策評価結果への対応

総務部 01011
北海道公立大学法人札幌
医科大学への運営支援

概ね順調
札幌医科大学において、引き続き、地域医療機関への積極
的な医師派遣、地域医療を支える医療人の育成などに取り組
む。

札幌医科大学において、引き続き、地域医療機関への積極
的な医師派遣、地域医療を支える医療人の育成などに取り組
む。

総務部 01012
北海道公立大学法人札幌
医科大学への運営支援

判定不可 -

総務部 01021 総合的な危機対策の推進 概ね順調
自主防災組織のカバー率向上を図るため、防災教育の充実
強化や各種研修等や会議等を通じて、自主防災組織の結成
や活動促進の周知を行う。

自主防災組織のカバー率向上を図るため、組織率の低い市
町村に対し、防災教育の充実強化や各種研修、会議等を通じ
て、自主防災組織の結成や活動促進の周知を行うなど、自立
的な地域防災活動を支援する。

最大クラスの洪水に対応したハザードマップの作成につい
て、市町村が作成に取り組めるよう継続して働きかけを実施

避難情報の具体的な発令基準については、今年度、法律の
改正に基づき新たな基準を示したことから、新基準への対応
も含め、作成について働きかけを実施

引き続き北海道地域防災計画に基づき毎年１回実施する。

災害は、どの市町村でも起こり得ることから、道として必要な
支援をするとともに、訓練実施の働きかけを行っていく。

総務部 01041 原子力安全対策の推進 順調
引き続き原子力防災対策の充実強化や安全協定等の的確な
運用に取り組んでいく。

・原子力防災体制の充実強化を図るため、防災資機材の整
備や各種防災訓練を実施するほか、北海道地域防災計画
（原子力防災計画編）の点検、見直し等を実施。
・発電所周辺の環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞや講習会の実施等により緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の充実、強化を実施。

総務部 01051 私立学校等への支援 順調
特色ある私立教育の推進のため、引き続き、私立高校等及び
私立幼稚園の管理運営に対する助成や保護者への支援等を
検討・実施していく。

本道教育の質の向上に資することができるよう、引き続き、特
色ある教育活動を展開する私立学校等の管理運営に対する
助成を行うとともに、経済的理由により子どもたちの就学が困
難になることがないよう、保護者への支援措置等に取り組む。

総務部 01052
私立学校の国際教育への
支援

順調
特色ある私立教育の推進のため、引き続き、私立高校等への
支援等を検討・実施していく。

本道教育の質の向上に資することができるよう、引き続き、特
色ある教育活動を展開する私立学校等の管理運営に対する
助成等に取り組む。

総務部 01061 赤れんが庁舎の利用促進 判定不可

道民共有の貴重な財産である「赤れんが庁舎」の積極的な活
用を図るため、文化財としての価値を損なわない範囲で、地
震時の安定性確保や活用に当たっての利便性向上に向け、
改修を進めるとともに改修後の具体的な活用方法の検討を
引き続き行う。

・赤れんが庁舎の改修を進めるとともに、赤れんが庁舎のリ
ニューアルについて、周知拡大を図るため、道内各地におい
てパネル展等を実施する。
・民間ノウハウを効果的に発揮できる管理運営を目指すた
め、具体的な管理運営内容について引き続き検討を行う。

総務部 01071
北方領土復帰対策等の推
進

概ね順調

国や北方領土隣接地域自治体、関係団体と十分連携し、啓
発活動や北方領土隣接地域振興、元島民の援護対策等を引
き続き実施する。また、若年層を中心とした幅広い世代へ向
け、ICTを活用した新しい啓発活動等の取組を推進する。

　国や北方領土隣接地域自治体、関係団体と十分連携し、啓
発活動や北方領土隣接地域振興、元島民の援護対策等を引
き続き実施する。
　また、若年層を中心とした幅広い世代へ向けたICTを活用し
た新しい啓発活動等の取組の推進や返還要求運動に関心を
持つ道内中高生に対する活動の場を提供するなど、国民世
論の喚起・結集及び返還要求運動の裾野の拡大などに繋が
る取組を推進する。
　会議等の開催においては、オンライン等を活用したペー
パーレス化を図るとともに、対面での地元説明等の重要性に
配慮しつつオンライン化に向けた相手方との調整を検討す
る。

総合
政策部

02011
土地水対策の総合的推進
及び水資源保全の推進

概ね順調
土地水対策の総合的推進及び水資源保全の推進に対応する
ため、関係機関と連携し水資源保全に向けた取組を進め、水
源の周辺における適正な土地利用の確保を推進。

○市町村に対し水資源保全条例の趣旨や地域指定の重要性
を説明するとともに、水資源保全地域の新規指定に向け、各
振興局と連携し市町村からの新たな指定の提案を働きかけ
る。
○これまでの市町村の要望や指定に向けた検討状況を踏ま
え、「地域指定を検討する」とした市町村に出向き、指定に向
けた課題等の実情把握や提案事務等へのアドバイスを個別
に行うことにより、市町村からの早期の提案を促す取組を進
める。

総合
政策部

02021
自然災害に対する北海道
自らの脆弱性の克服

概ね順調

市町村の計画策定後においても、適切に地域に必要な強靱
化施策や事業等を計画に反映できるよう、マニュアルの充実
や個別訪問等を通じ、計画の内容充実に向けた支援に取り
組む。

○市町村の計画策定後においても、適切に地域に必要な強
靱化施策や事業等を計画に反映できるよう、マニュアルの充
実や個別訪問等を通じ、計画の内容充実に向けた支援に取
り組み、自然災害に対する北海道自らの脆弱性の克服に努
める。

リスク分散の適地「北海道」の立地優位性に加え、本道にゆ
かりのある方々や特色ある地域資源を活かした企業誘致を
進めるとともに、企業の人材確保に向けた支援を行いながら
企業誘致と人材確保を一体的に進め、バックアップ機能の強
化に取り組む。

市町村の計画策定後においても、適切に地域に必要な強靱
化施策や事業等を計画に反映できるよう、マニュアルの充実
や個別訪問等を通じ、計画の内容充実に向けた支援に取り
組む。

総合
政策部

02023
安全・安心な暮らしを支え
る社会資本整備の推進

概ね順調
引き続き、関係各部との施策調整・情報共有や制度の創設や
必要な予算の確保に向けた国への要望を実施するなど、持
続可能な社会・経済を支える社会資本の整備を推進する。

○引き続き、関係各部との施策調整・情報共有や制度の創設
や必要な予算の確保に向けた国への要望を実施するなど、
持続可能な社会・経済を支える社会資本の整備を推進する。

総合
政策部

02031
地方独立行政法人北海道
立総合研究機構（道総研）
の運営支援

順調

道総研が研究開発を行い、その成果を道民に還元し、道民生
活の向上や道内産業の振興に貢献できるよう、引き続き、道
総研の運営や施設整備等に関する諸課題の調整及び支援を
行っていく。

○道が定めた中期目標（道総研が達成すべき業務運営に関
する目標）の達成に向け、業務実績に関する評価を行うことに
より、成果の到達目標の明確化及び質の向上を図るほか、運
営費交付金及び施設整備等補助金等の財政支援等により施
策の取組を円滑かつ効率的に推進していく。

総務部 01031 警戒避難体制の整備 概ね順調
最大クラスの洪水に対応したハザードマップ及び避難情報の
具体的な発令基準について、市町村が作成に取り組めるよう
継続して働きかけを実施する。

総務部 01032
防災訓練や資機材整備の
推進

順調

引き続き北海道地域防災計画に基づき、市町村や民間企業
等と連携しつつ毎年１回実施する。
災害は、どの市町村でも起こり得ることから、道として必要な
支援をするとともに、訓練実施の働きかけを引き続き行ってい
く。

総合
政策部

02022
国全体の強靱化に貢献す
るバックアップ機能の発揮

やや遅れ
ている

〇社会経済情勢が変化する中で、「感染症」や「サプライ
チェーンの強靭化」、さらには「脱炭素化」など、リスク分散に
おける視点が多様化してきており、こうした変化を捉え、市町
村や経済団体等と連携し、道外でのセミナー開催や展示会出
展、企業訪問などを通じ、ポストコロナ時代に対応した豊富な
再生可能エネルギーなど、本道の立地優位性をアピールし、
立地促進に向けた取組を進める。
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国際航空貨物の拡大に向け、道と関係機関が連携を図りな
がら、新千歳空港からの輸出拡大に向けた取組を行う。

港湾管理者及び民間団体等と連携し、北極海航路の航行船
舶の誘致などを進める。

港湾施設の老朽化対策やターミナル機能の強化等の港湾整
備の推進に向け国に要望するとともに、広域港湾BCPにおい
ては関係機関と連携して検証を行うなど、実効性を高めるた
めの取組を進める。

国際航空貨物の拡大に向け、道と関係機関が連携を図りな
がら、新千歳空港からの輸出拡大に向けた取組を行う。

港湾管理者及び民間団体等と連携し、北極海航路の航行船
舶の誘致などを進める。

港湾施設の老朽化対策やターミナル機能の強化等の港湾整
備の推進に向け国に要望するとともに、広域港湾BCPにおい
ては関係機関と連携して検証を行うなど、実効性を高めるた
めの取組を進める。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、国際航空
路線の再開や国内航空路線の利用拡大に向けた取組等を関
係機関と連携し実施する。

道外との交流人口拡大のため、新幹線を利用した道内周遊を
促進する取組を進める。

道外との交流人口拡大のため、青森県等の関係機関と連携
を図りながら、北海道新幹線や沿線地域の魅力発信を推進。

感染症の影響を踏まえながら、船社等へのセールスを行うと
ともに、国のガイドラインに基づく港湾管理者ごとの受入協議
会の設置推進や、クルーズ船を安心して受け入れられるよう
な環境整備を行う。

総合
政策部

02045
持続可能な公共交通ネッ
トワークの構築

概ね順調
将来にわたり持続可能な地域公共交通ネットワークの構築を
図るため、国や地域、交通事業者等との連携しながら取組を
進める。

○引き続き国及び市町村との協調補助により、補助基準を満
たすことが難しい広域バス路線の代替手段導入への支援、輸
送モード転換に向けた制度の早期構築などによる生活交通
の確保に取り組む。
○地域公共交通活性化協議会を７地域（中空知・石狩・日高・
上川・留萌・オホーツク・十勝）で設立し、地域公共交通計画
策定の調査事業等を実施するとともに、他地域についても協
議会の設立に向け、道と市町村が交通事業者等と連携して
取り組む。

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、国際航空
路線の再開や国内航空路線の利用拡大に向けた取組等を関
係機関と連携し実施する。

本道の持続的な鉄道網の確立に向け、北海道鉄道活性化協
議会による全道的な利用促進の取組を展開するとともに、ＪＲ
の車両導入に対する支援を通じ、快適性の向上や鉄道需要
の喚起を図る。

鉄道輸送や海上輸送等の各輸送モードの連携による本道－
本州間の安定的かつ効率的な物流体制の確保に向けた検討
を進める。

・輸出の拡大やコロナ収束後の往来の拡大を目指し、極東地
域及び欧露部との経済交流促進や、道の海外拠点を活用し
た企業支援、フェアや商談会の開催などに取り組む。

・コロナ後の往来再開を見据え公式ＳＮＳを通じて、ロシアに
対する道内観光情報等の効果的な発信を行うとともに、コロ
ナの影響下に於いても可能な交流施策について、ロシア極東
地域や欧露部と継続的に協議を進め、実施していく。

総合
政策部

02061 国際会議等の誘致推進 概ね順調

新型コロナの影響により海外との往来が制限された状況に
あっても、ポストコロナを見据え、これまでの本道における国
際会議の開催で培った北海道の知名度や官民協働の機運を
活かし、積極的に国際会議の誘致に取り組む。

○新型コロナの影響により海外との往来が制限された状況に
あっても、コロナ禍における安全で安心な会議運営や、オンラ
イン開催などデジタル化への対応にも留意しつつ、今後とも、
積極的に国際会議の誘致に取り組む。

　人口減少傾向が今後も続くと見込まれるなか、新型コロナウ
イルス感染症拡大以降、地方移住への関心の高まりやテレ
ワークの浸透など人々の考え方や行動の変化、また、デジタ
ル化や脱炭素化といった社会変革の動きを的確に捉えなが
ら、引き続き、各般の施策に取り組む。

　対面での交流が難しい状況においても官民連携を進めてい
くために、オンラインでの取組みも強化し、市町村を含めた連
携・協働を進める。

　引き続き、振興局が地域と連携・協働のもと地域課題の解
決に向けて取り組む「地域政策推進事業」を推進する。

　道内の多くの地域においては、今後も人口減少傾向が続く
と見込まれており、そうした中でも、住み続けたいと思える地
域づくり、まちづくりの推進に向け、引き続き、各般の施策に
粘り強く取り組む。

　今年度行った「集落実態調査」の結果及び集落対策の専門
家との意見交換を踏まえた上で、取組を検討する。

総合
政策部

02041 物流機能の強化
遅れてい

る

○国際航空貨物の拡大に向け、新千歳空港国際化推進協議
会等の関係機関と連携しながら、状況に応じた国際航空貨物
便の利用促進を図る取組を実施するなど、新千歳空港からの
輸出拡大を図る。
○道内港湾の国際物流拠点化を図るため、新たな物流ルート
として期待される北極海航路の地理的優位性を活かした寄港
拡大に向けた取組を推進する。また、北極域調査研究船の道
内港湾の拠点化に向けた取組を推進する。
○港湾の機能強化を図るため、港湾整備の推進に向けては
国に引き続き要望していくとともに、災害時の物流機能の確
保等に向け、関係機関と連携した広域港湾BCPなど、実効性
のある取組を進める。

総合
政策部

02042
地理的優位性を活かした
物流の拡大

遅れてい
る

○国際航空貨物の拡大に向け、新千歳空港国際化推進協議
会等の関係機関と連携しながら、状況に応じた国際航空貨物
便の利用促進を図る取組を実施するなど、新千歳空港からの
輸出拡大を図る。
○道内港湾の国際物流拠点化を図るため、新たな物流ルート
として期待される北極海航路の地理的優位性を活かした寄港
拡大に向けた取組を推進する。また、北極域調査研究船の道
内港湾の拠点化に向けた取組を推進する。
○港湾の機能強化を図るため、港湾整備の推進に向けては
国に引き続き要望していくとともに、災害時の物流機能の確
保等に向け、関係機関と連携した広域港湾BCPなど、実効性
のある取組を進める。

総合
政策部

02043 交通ネットワークの充実
やや遅れ

ている

○新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、地域と
連携した定期便やチャーター便の誘致等、航空ネットワーク
の維持・拡充に向けた取組を引き続き進めるとともに、地域や
空港の利用促進協議会が行う新たな航空需要創出の事業等
と連携しながら、地域と一体になった取組を進める。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に努めな
がら、北海道新幹線を利用した道内周遊を促進するため、モ
ニターツアーの実施等の取組を進める。

総合
政策部

02044
北海道新幹線等を活用し
た誘客促進

やや遅れ
ている

○道外との交流人口拡大のため、継続して青森県等と連携し
たPR活動等の取組を進める。
○コロナ禍におけるクルーズ船受入体制の強化に向けて、地
域の受入体制整備状況や課題等について、国や港湾管理者
と情報共有し、課題解決を図るとともに、ポストコロナを見据
え、船社等へのセールスを行っていく。

総合
政策部

02046
総合交通ネットワークの形
成

遅れてい
る

○新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら、地域と
連携した定期便やチャーター便の誘致等、航空ネットワーク
の維持・拡充に向けた取組を引き続き進めるとともに、地域や
空港の利用促進協議会が行う新たな航空需要創出の事業等
と連携しながら、地域と一体になった取組を進める。
○本道の持続的な鉄道網の確立に向け、沿線のＰＲや観光
列車のおもてなしなど、地域関係者による各線区の取組と相
互に連携して、全道的な利用促進の取組を展開するととも
に、ＪＲに対し普通車両H100形４両（予定）の導入を支援す
る。
○本道及び本道－本州間の持続的かつ安定的な物流網の
構築に向け、各輸送モードの強化に係る方策などについて検
討を進めるほか、中継輸送等の輸送効率化に向けた取組を
推進する。

総合
政策部

02051
世界の中の北海道を意識
した海外市場の開拓（ロシ
アほか）

遅れてい
る

○コロナ禍やウクライナ情勢など、現下の国際情勢も考慮し
ながら、ＳＮＳによる情報発信強化、コロナ禍でも可能な北海
道フェアの開催、ウェブ上での北海道プロモーションなどの各
種取組を適時適切に進める。

総合
政策部

02071 地域政策の推進 順調

○本道各地域の特性や豊かな資源を活かし、地域づくりの拠
点である振興局と市町村が一体となって、道民、企業、大学、
ＮＰＯなどの多様な主体と連携・協働した地域づくりを推進す
る。

○民間企業との連携協定等による協働活動やふるさと納税を
はじめとする資金面での協力など、幅広い手法による官民連
携の取組を推進する。

総合
政策部

02081 まちづくりの推進 概ね順調
○地域社会のニーズに応えるＮＰＯをはじめ、まちづくりを担う
多様な主体を育成し、協働によるまちづくりを推進する。
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　新型コロナウイルス感染症をきっかけとした地方への関心
の高まりを継続的な人の流れにするため、ふるさと移住定住
推進センターの機能を強化し、相談・支援体制の充実を図る。

　移住の促進や関係人口の創出・拡大のため、関係部局や関
係団体との連携をより深め、相互に情報発信を行うなど協力
して推進していく。

　「北海道Society5.0」の実現に向け、各部局との連携や民間
有識者の意見を踏まえながらオープンデータやＩｏＴ実装に向
けた取組などを推進。

引き続き、市町村のＩＣＴーＢＣＰの策定支援に向けた情報発
信を実施。

　新型コロナウイルス感染症の影響により留学マインドが低
下しているので、きめ細かな情報発信や帰国者の活動ＰＲな
どにより制度を広く全道に周知する。

　各大学や専門学校、パートナー企業等を周り、応募者の掘
り起しを図るとともに、応募者増加に向けた留学説明会や相
談会を実施する。

　令和3年度で官民協働海外留学支援制度を活用した国から
の助成がなくなるため、学生留学コースの支援内容を再度整
理・見直しを行い、基金を活用した効果的な留学助成事業実
施に向けて制度の再構築を図る。

（公社）北海道国際交流・協力総合センター補助事業などを通
じ、留学生の受入拡大や卒業後の道への定着などに向けた
取組を推進する。
JICAとの相互協力・連携を強化し、多文化共生の取組や海外
における北海道のPRなどを通じ、留学先としての北海道の魅
力や知名度の向上を図る。

出入国手続をはじめ、道内の感染防止対策や検査・ワクチン
接種状況、各種支援策等、新型コロナウイルスによる生活へ
の影響に係る外国人の不安の解消が、成果指標の達成に当
たり最も重要であるため、北海道外国人相談センターの一層
の機能強化を図る。

防災教育や日本語教育など、在住外国人の安全・安心な生
活に資する取組が全道的に推進されるよう、市町村や関係団
体などの地域における取組や多様な主体が連携した取組を
道として後押しし、全道的な受入環境整備を促進する。

総務部 02131 いじめ防止対策の推進 概ね順調
北海道いじめ調査委員会において、引き続き、いじめ重大事
態の調査結果について再調査の必要性を審議し、いじめ重大
事態に適切に対応する。

北海道いじめ調査委員会におけるいじめ重大事態調査結果
に係る再調査の必要性の審議において、当該重大事態への
対処及び再発防止に資するため、道教委、道教委の附属機
関である北海道いじめ問題審議会及び私立学校と協議を実
施するなど、引き続き、いじめ重大事態に適切に対応する。

総合
政策部

02151 市町村自治の振興 順調
最終目標値の達成に向け、引き続き、広域連携の取組を推
進していく。

○各地域において広域連携の取組が推進されるよう、振興局
がコーディネーター役となり、市町村へのヒアリング等を通じ、
地域課題の把握に努めるとともに、広域連携による課題解決
を図っていく。

総合
政策部

02161 地方分権の推進
遅れてい

る

　地方分権を着実に推進するため、地域や道民のニーズに即
した各種制度（地方分権改革に関する提案募集方式、道州制
特区制度、構造改革特区制度など）の活用に向けて、より一
層の制度周知等に取り組んでいく。

○地方分権改革の一層の推進を図るため、各種制度に関す
る説明会等の実施回数を増やすなど、制度周知に係る取組
を進める。

大気環境は目標を達成していることから、引き続き環境監視
等を行い、環境基準の達成の維持に努める。

水質環境は概ね目標を達成しており、引き続き環境監視等を
行い、より良い環境になるよう努める。

水道事業者等に対する水質監視等の指導・助言を行うととも
に、水道施設の更新や維持管理などの老朽化対策や応急給
水体制の整備の促進に努める。

エゾシカ捕獲推進プランと市町村の被害防止計画との整合を
図り、引き続き指標の達成に向けた取組を推進。

成果指標①②について、現在設定しているエゾシカ個体数指
数は、今後、その調査・算定方法の見直しを行う予定であるた
め、次年度以降の指標については、野生鳥獣による農林業被
害額などを成果指標とすることを検討。

安全・安心なエゾシカ肉の流通拡大を図るため、引き続き認
証施設数の増加を推進する。

2050年までのゼロカーボン北海道の実現に向け、道内の経
済、金融、エネルギー、消費者などの関係団体等と目指す姿
を共有し、連携･協働しながら、脱炭素化に向けた効果的な取
組の拡大を目指す。

2050年までの「ゼロカーボン北海道」の実現に向けては、民
間事業者の脱炭素化に向けた取組が重要であることから、経
済、産業、金融等の団体や事業者から構成されるゼロカーボ
ン北海道推進協議会を通じて、ゼロカーボンに関する補助金
制度・支援制度を紹介するほか、情報共有を図りながら民間
事業者のゼロカーボンに関する取組を促進していく。

道民参加型普及啓発イベントの開催やエコドライブの推進な
ど、道民・事業者のライフスタイル・ビジネススタイルの転換に
資する取組を推進する。北海道地球温暖化防止活動推進員
との連携を強化して道民等の意識醸成を促し、温暖化対策や
脱炭素社会の実現に向けた啓発活動を強化する。
また、環境教育や普及啓発に関する事業を通じ、環境保全の
取組の推進を図る。

脱炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換を図るた
め、引き続き、道民や事業者向けの普及啓発を実施するほ
か、北海道地球温暖化防止活動推進員への支援を通して温
暖化対策に関する道民等の意識醸成を図るとともに、自発的
な省エネ行動を促すための情報発信手法の構築に向けた取
組を進める。
環境保全の取組を推進するため、関係機関及び地域・民間と
連携し、子ども向け学習プログラムによる学校等での環境学
習の支援を行うほか、専門家を派遣した環境学習講座などを
開催する。

北海道気候変動適応センターを拠点として、必要な情報の収
集、整理、分析を行うとともに、道民、事業者、行政機関など
に向けて必要な情報の提供並びに技術的助言を行う。

市町村における地域気候変動適応計画の策定支援や北海道
気候変動適応推進会議による関係機関との意見交換等を実
施。
また、広く道民・事業者に参加いただき、地域の気候変動情
報の収集やワークショップ等を通じた理解の促進に向けた取
組を行う。

総合
政策部

02091 移住・定住の推進
やや遅れ

ている

○「しごと・住まい・暮らし」などの情報を一元的に発信する移
住に関する総合的な相談窓口を設置し、現役世代の移住・定
住の促進に向けた取組を推進する。
○本道の魅力を活かしたライフスタイルを提示するなど、シー
ズンステイや二地域居住を促進する。
○地域づくりを担う人材の育成・確保を図るため、「地域おこし
協力隊制度」の積極的な活用を図る。

総合
政策部

02101 ＩＣＴの利活用の推進 順調

○行政のオープンデータの利活用に向けて民間有識者等と
の意見交換を行うとともに、データを生み出すIoT実装に向け
て道内市町村等へ働きかけを行い、「北海道Society5.0」の実
現に向けて取組を進める。
○引き続き、市町村のICT-BCPの策定を支援するため、地域
情報化推進会議等を活用し情報提供に努める。

総合
政策部

02111 グローバル人財等の育成
やや遅れ

ている

○活力ある未来を拓くため、ほっかいどう未来チャレンジ基金
を活用して、若者の留学支援や世界を舞台に活躍出来る人
材の育成や、既成概念にとらわれないアイデアで「新たな価
値」を創出する人材の発掘・育成を推進する。

水道法に基づく立入検査の際に、水道事業者等に対して水質
監視や水道施設管理に関する指導・助言を実施するととも
に、各種会議や研修会を通じ老朽化対策のための水道施設
の更新や維持管理、災害発生時の応急給水体制の整備につ
いても助言等を行う。
よりよい環境になるよう、引き続き環境監視を行い、環境基準
の達成に努めていく。

環境
生活部

03021 野生動物等の適正な管理
やや遅れ

ている

エゾシカの適正な個体数管理のため、市町村等による捕獲を
推進し、市町村等による捕獲が困難な地域については、道に
おいても捕獲を実施するとともに、安全・安心なエゾシカ肉の
流通拡大のため、認証アドバイザー派遣などの取組により認
証施設数の増加を図り、家庭・レストランにおけるエゾシカ肉
の利活用機会の拡大を推進する。

総合
政策部

02121 外国人の受入拡大 順調

○（公社）北海道国際交流・協力総合センター補助事業などを
通じ、留学生や在住外国人の定着などに向けた多文化共生
の取組を推進する。
JICAとの包括連携に基づき、協力して多文化共生の取組や
海外での北海道PRなどに取組み、留学先としての北海道の
魅力や知名度の向上を図る

総合
政策部

02122
海外との交流拡大と多文
化共生の推進

概ね順調

○新型コロナウイルスの影響が続いており、北海道外国人相
談センターに寄せられる相談内容が複雑・多様化し、相談件
数も増加傾向にあることから、昨年度相談員を増員した運営
体制を維持しながら、引き続き移動相談会の開催やオンライ
ンの活用など相談対応の充実に努める。

○在住外国人の安全・安心な生活に資する取組が全道的に
推進されるよう、市町村や関係団体などの地域における取組
を道として後押し、全道的な受入環境整備を促進する。

環境
生活部

03031
地球温暖化対策の推進と
環境に配慮する人づくり

遅れてい
る

環境
生活部

03011
自然環境及び生活環境の
保全

概ね順調

3 / 12 ページ



所管
部局名

施策
コード

施策名 総合判定 対応方針 一次政策評価結果への対応

水素社会の実現に向けて、引き続きFCVの普及啓発、「水素
イノベーション推進協議会」での水素利活用の検討、情報共
有や意見交換を実施する。

水素社会の実現に向けて、水素利活用の普及促進、「水素イ
ノベーション推進協議会」での水素利活用の検討、情報共有
や意見交換を実施する。

循環型社会の形成に向けて、引き続き「北海道バイオマス
ネットワーク会議」と連携し、バイオマス利活用の検討や普及
啓発の取組を進め、バイオマス利活用の推進を目指す。

循環型社会の形成に向けて、引き続き「北海道バイオマス
ネットワーク会議」と連携し、バイオマス利活用の検討や普及
啓発の取組を進め、バイオマス利活用の推進を目指す。ま
た、令和４年度が計画期間の終期となる「北海道バイオマス
活用推進計画」の事後評価を行う。

排出抑制や分別回収、資源化に一層取り組むほか、さらなる
３Ｒの醸成を図るため、引き続き、各種普及啓発等を促進す
る。

引き続き、市町村の施設整備に関して適切な助言を行う。

引き続き、国と連携し、市町村を対象とした勉強会の開催や
災害廃棄物処理計画の策定を支援するモデル事業を実施す
るとともに、モデル事業実施済みの市町村に対して、フォロー
アップを行う。

道民の交通安全意識の向上及び交通事故防止の徹底を図る
ための交通安全運動や交通安全教育の推進を継続的に行
う。

令和４年から、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上に達し始め
るため、75歳以上の高齢者の安全の確保は一層重要となる
ことから、高齢運転者の事故防止対策を継続して行う。また、
道内で飲酒運転を伴う死亡事故が後を絶たないことから、飲
酒運転根絶に関する施策を継続して行う。

新型コロナウイルス感染症の直接・間接の影響は、あらゆる
交通に及び、様々な課題や制約が生じているほか、道民のラ
イフスタイルや交通行動への影響も認められることから、交通
事故発生状況や事故防止対策への影響を注視し、必要な対
策に臨機に着手する。

安全・安心どさんこ運動の取組をホームページで紹介するな
ど、インターネットを活用した啓発活動を推進。

犯罪被害者等への総合的な支援を行うため、関係機関･民間
団体と連携を図りながら、誤解や無理解による二次被害をな
くすための普及啓発活動や性暴力被害者が相談しやすい環
境整備のほか、被害者が安心して医療支援を受けられる体
制構築に取り組む。

犯罪や非行をした人が、社会において孤立することなく、再び
社会を構成する一員として地域に定着できるよう支援する取
組を推進するほか、「北海道暴力団の排除の推進に関する条
例」の基本理念である、社会全体での暴力団排除を実現する
ため、全道の各地域、各職域に暴力団排除意識をさらに浸透
させる。

道内の苦情相談処理機能等の充実を図り、消費者の苦情相
談に適切に対応するほか、高齢者等の消費者被害の防止の
ため、地域全体で高齢者等を見守る消費者被害防止ネット
ワークの設置を促進するとともに、高齢者を対象とした普及啓
発活動を推進する。

・消費生活相談員に対し各種研修を行うことで、市町村の相
談体制を強化する。
・消費者被害防止ネットワーク未設置地域に対し、ネットワー
クに関する先駆的な取組などを情報提供し、設置する意義の
浸透に努め、設置に向けた働きかけを行うとともに、ネット
ワーク既設置だが活動が低調な市町村に対し、改めて活動
の活性化を促す。
･町内会や地域でのセミナー開催のほか、消費者被害防止
ネットワークの活用により、高齢者や障害者など、消費生活上
配慮を要する消費者の被害を未然に防止するための啓発活
動を実施する。

公正な消費者取引を確保するため、食品表示法、景品表示
法、特定商取引法、消費生活条例などの法令に基づき、事業
者に対して行政処分や指導等を行うなど、関係法令等の適切
な運用を図る。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に便乗した悪質商法
や、成年年齢の引き下げによる若年層をターゲットにした悪質
商法への対応など、悪質事業者に対する、社会情勢の変化
に応じた効果的な監視・行政措置を行うとともに、関係機関・
団体との密接な連携のもと、関係法令に基づき、不当な事案
に対する事業者への行政処分や勧告、指導等を実施する。

消費者の自立を支援するため、生涯を通じて様々な場面で消
費生活に関する知識などを身につけるための効果的な消費
者教育等を受けられる機会の充実を図る。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況に配慮したオンライン
講座を活用するなどして、小中高校、大学等を対象とした学
校訪問講座を実施するとともに、高等学校等における消費者
教育の取組への支援するため、消費者庁作成の「社会への
扉」等を活用した授業の実施を推進するなど、成年年齢引き
下げにより悪質商法のターゲットとなりやすい若年者向けの
消費者教育・啓発の充実を図る。

環境
生活部

03081
人権が尊重される社会の
実現

順調

今年７月に改定する北海道人権施策推進基本方針に基づ
き、道民をはじめ、市町村、民間団体など様々な主体の参画
と協働の下、道民一人一人が互いの個性や人格、多様性を
尊重しながら、助け合い、支え合って暮らしていける地域社会
の実現に向けて総合的かつ効果的な人権施策の推進に取り
組む。

基本的人権の尊重とその擁護についての正しい理解と人権
思想の普及高揚を図るため、市町村への委託により地域に
密着した多様な人権啓発活動を実施するとともに、情報通信
技術（ＩＣＴ）を活用したオンラインによる講演会の開催など、北
海道全域への人権尊重意識の普及に効果的な事業の実施
や啓発資材の配布、広報などを実施する。

環境
生活部

03091
アイヌの人たちの社会的・
経済的地位の向上

判定不可

「北海道アイヌ政策推進方策」に掲げる、アイヌの人たちのラ
イフ・サイクルに沿った施策の柱である「理解の促進」、「生活
の向上」、「文化の振興」、「地域、産業及び観光の振興」、「多
様な文化との交流促進」を総合的に推進する。

・主に親子を対象としてアイヌの歴史・文化等を学ぶ機会を提
供し、アイヌの人たちに関する理解を促進する。
・経済的理由により修学が困難なアイヌの子弟に対して、修
学に要する経費を補助（貸付）し、アイヌ子弟の進学の促進を
図る。
・販路拡大や担い手育成などアイヌ伝統工芸等の振興やアイ
ヌ文化を核とした地域や観光の振興、農林漁業者、中小企業
者の生産基盤整備や経営の近代化などを推進する。

環境
生活部

03101 市民活動の促進 順調

地域の様々な課題を自ら解決し、地域の活性化に大きな役割
を果たすことが期待される市民活動の促進を図るとともに、地
域の公益的な活動を支援し、個性豊かで活力ある地域社会
づくりを目指した取り組みを進める。

市民活動の促進を図るため、特定非営利活動法人の設立認
証や法人の運営に関する指導・助言などを行うほか、市民活
動に取り組む団体に対する財政支援、市民活動に関する情
報の提供や相談、人材育成などの取組を行う。

環境
生活部

03111 青少年の健全な育成 概ね順調
青少年を取り巻くインターネット利用環境が多様化する中、青
少年が被害者にも加害者にもならないよう、道と関係機関等
が連携を図りながら既存事業の取組を一層強化する。

教育関係団体や大手通信事業者などにより構成される「北海
道青少年有害情報対策実行委員会」のネットワークなどを活
用するなど取組を一層強化する。

環境
生活部

03032
地域資源を活用したエネ
ルギーの導入促進

概ね順調

環境
生活部

03041 循環型社会の形成 概ね順調

・排出抑制や分別回収、資源化に一層取り組むほか、さらな
る３Ｒの醸成を図るため、各種普及啓発等を促進する。
・市町村の施設整備に関して、周辺の市町村の状況を踏ま
え、広域化、集約化が促進されるように適切な助言を行う。
・国と連携し、市町村を対象とした勉強会の開催や災害廃棄
物処理計画の策定を支援するモデル事業を実施するととも
に、モデル事業実施済みの市町村に対して、直接訪問による
フォローアップを行う。

環境
生活部

03051 交通事故のないまちづくり 順調

道民の交通安全意識の向上及び交通事故防止の徹底を図る
ため、総合的な交通安全施策を継続して推進する。
地域に求められている高齢者の移動手段の確保と公共交通
の利用増加を図るため、高齢運転者が運転免許を自主的に
返納しやすい環境づくりに取り組むとともに、「北海道飲酒運
転の根絶に関する条例」に基づき、社会全体で飲酒運転根絶
に取り組むため、事業を継続して実施する。
引き続き、交通事故発生状況や事故防止対策への影響を注
視し、必要な対策に臨機に着手する。

環境
生活部

03061 安全で安心な地域づくり 概ね順調

安全・安心どさんこ運動の取組のほか、新たに特殊詐欺被害
防止に係る啓発資料を作成し、インターネット等の広報媒体を
活用した幅広い啓発活動を実施する。
犯罪被害者等への総合的な支援を行うため、関係機関･民間
団体と連携を図りながら、誤解や無理解による二次被害をな
くすための普及啓発活動や性暴力被害者が相談しやすい環
境整備のほか、被害者が安心して医療支援を受けられる体
制構築に取り組む。
犯罪や非行をした人が、社会において孤立することなく、再び
社会を構成する一員として地域に定着できるよう支援する取
組を推進するほか、「北海道暴力団の排除の推進に関する条
例」の基本理念である、社会全体での暴力団排除を実現する
ため、全道の各地域、各職域に暴力団排除意識をさらに浸透
させる。

環境
生活部

03071
消費生活の安定と向上の
推進

順調
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引き続き「第３次北海道男女平等参画基本計画」の周知に努
め、道内各地における男女平等参画に対する意識の醸成や
理解の促進を図るとともに、関係機関や部局と連携し、男女
平等参画社会の実現に向けた施策に積極的に取り組む。

女性の社会参画についてのニーズや実態などの調査、活動
の掘り起こしや臨時コワーキングスペースの設置・起業体験
会の開催・コワーキングミーティングの実施等、就労や社会参
画等に課題を持つ女性達が多様な活躍の場等を知ることが
できる機会の創出を検討する。

第４次北海道配偶者暴力防止、被害者保護及び支援等に関
する基本計画に基づき、関係機関、団体と連携を図りながら、
配偶者からの暴力の防止、被害者の保護や自立のために切
れ目のない支援を進めていく。

環境
生活部

03131 アイヌ文化の振興 判定不可

「北海道アイヌ政策推進方策」に掲げる、アイヌの人たちのラ
イフ・サイクルに沿った施策の柱である「理解の促進」、「生活
の向上」、「文化の振興」、「地域、産業及び観光の振興」、「多
様な文化との交流推進」を総合的に推進する。

・様々な媒体や機会を活用して、ウポポイや道内各地域のア
イヌ文化の魅力を、縄文遺跡や食など地域資源と連携し発信
するとともに、国内外からの来訪を促進する。
・アイヌの伝統工芸技術の保存・伝承に向けて、担い手育成
や工芸品等の販路拡大等に取り組む。
・東京2020オリンピックで披露されたアイヌ文化発信パフォー
マンスをレガシーとして継承していくため、北海道アイヌ協会
の取組を支援するとともに、国内外でのイベント等を通じて広
く発信する。
・国と連携し、アイヌ関係団体によるアイヌ文化の調査研究や
保存・伝承、海外の先住民族等との交流事業等を支援する。

「北海道における縄文世界遺産の活用のあり方」に基づき、
来訪促進に向けた道内遺跡群の価値の磨き上げや情報発信
に取り組む。

コロナ時代における博物館、開拓の村、公園の運営・事業の
あり方の構築を検討。ポスト・コロナを見据え、また道民ニー
ズを踏まえ、博物館・開拓の村・公園の一体的な施設整備、
展示の充実・更新、利便性の向上、およびサスティナビリティ
の構築等を検討。

環境
生活部

03151
赤れんが庁舎等を活用し
た舞台芸術活動の推進

判定不可
改修工事により赤れんが前庭が使用できない場合の若手
アーティストの発表機会確保に向け、公演以外の対応（動画
配信等）についても検討する必要がある。

関係団体と連携し、赤れんが前庭以外での発表方法の検討
や、活動に役立つ情報提供を行うなど、若手アーティストの発
表機会確保に向けた取組を行う。

引き続きまんが大賞の募集を実施し、本道のメディア芸術の
振興を図る。

ポストコロナにおける継続的な舞台公演活動について、文化
関係団体と連携し検討する必要がある。

環境
生活部

03161
地域スポーツ活動の推進
と環境の充実

やや遅れ
ている

生涯にわたって誰もがスポーツに親しめるよう、スポーツ体験
教室の開催を充実させ、スポーツに触れる機会を創出し、地
域スポーツへの参加機運の醸成を図る。

総合型地域スポーツクラブの設置を促進し、スポーツに親し
む場の充実を図るとともに、スポーツ体験教室の事業効果を
高めるため、プロスポーツチーム等との連携についても検討
する。

環境
生活部

03171
世界で活躍するトップアス
リートの育成

順調
R3の東京大会後は、関係市町村等との調整や競技団体・経
済団体などとの連携を強め、冬季オリパラ大会の招致に向け
た取組をより一層、推進する。

スポーツ教室や道有施設でのポスター掲示やパネル展示な
どを実施するなどのオリパラに対する理解促進や道内関係自
治体との調整を行うとともに、市や経済界などとの情報共有
や連携を密に図りながら、機運醸成や国への各種要望など、
今後の招致活動に協力していく。

第四期「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」に基づき、
各般施策を継続していくとともに、社会状勢を注視しながら、
より効果的な方法を検討していく。

大学生等に結婚や出産、子育てなどに係る出前講座を実施
し、自己の将来を考える機会を提供することで、ライフデザイ
ンに対する積極的な意識醸成を図る。

引き続き周産期母子医療センターに対する運営費の助成や
医育大学における産婦人科医師等の養成に係る取組に助成
するほか、勤務環境改善に関する施策の実施により周産期
医療の確保に努める。

新型コロナウイルス感染症の影響により、本来予定していた
形での研修事業の実施が難しい状況が想定されるが、オンラ
イン等を活用し充実に努める。

　引き続き二次医療圏における輪番制などの取組に対する補
助の実施や小児救急電話相談などの救急医療体制の整備
のほか、医育大学における小児科医師等の養成に係る取組
への助成、勤務環境改善に関する施策の実施により、小児医
療体制を確保に努める。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、本来予定していた
形での研修事業の実施が難しい状況が想定されるが、オンラ
イン等を活用し充実に努める。

保健
福祉部

04031 子育て支援の充実 概ね順調

待機児童の解消については、国の「新・子育て安心プラン」に
基づき、計画的な受け皿の整備や保育人材の確保方策を進
めることとしているため、待機児童発生市町村の状況につい
てヒアリングを行い、必要な施策についての助言・情報提供
等を実施していく。

待機児童の解消に向け、引き続き国の「新・子育て安心プラ
ン」に基づき、保育の受け皿の整備や保育人材の確保方策を
進めていくため、市町村に対しヒアリング等により必要な助
言、情報提供を行っていく。

保健
福祉部

04041
地域全体で子どもを見守
り育てる社会づくり

概ね順調

　児童相談所職員の増員に伴う狭隘化解消や一時保護所の
環境改善のため、計画的に児相の工事を進めるとともに、児
相職員の研修内容を充実させ、専門性の向上を図る。児童養
護施設等に里親支援専門相談員を配置し、事業の一部を委
託することで、里親養育支援体制の推進を図る。

児童相談所の狭隘化解消と一時保護所の環境改善のため、
複数の児相の工事を着工する。児相職員の階層に応じた研
修を実施し、専門性の向上を図る。里親支援専門相談員を配
置し、事業の一部を委託することで、里親養育支援体制の推
進を図る。

保健
福祉部
道立病
院局

04051 地域医療の確保 順調

　初期救急医療から三次救急医療までの体系的な救急医療
体制が、今後も引き続き維持されるよう、計画した取り組みを
着実に進め、医師の地域偏在解消に向けて、関係部局、医育
大学や関係団体と連携を図りながら、「北海道全体の医師数
の維持・確保」、「二次医療圏の医師偏在是正」に係る取組を
継続して着実に推進する。

・地域医療の確保を図るため、三次救急医療を担うドクターヘ
リや救命救急センターの運営に対し助成等を実施するほか、
必要な協議・検討を行いながら、体系的な救急医療体制を維
持する。
・オンライン会議等により、市町村や医育大学、医師会等の関
係機関・団体と引き続き連携を図りながら、医師の地域偏在
解消に向け、「医師確保計画」に基づく取組を進める。

環境
生活部

03121 男女平等参画社会の実現 概ね順調

引き続き道の基本計画の周知を図り、市町村男女共同参画
計画の策定率上昇に努め、地域の実情を踏まえた働きかけ
を行うとともに、関係部局と連携を図り、男女平等参画社会の
実現に向けた各種施策を推進する。
女性の社会参画を推進するため、多様な働き方や、様々な分
野の地域活動など、ロールモデルの紹介を行い、活躍の機会
づくりに取り組む。
配偶者からの暴力の根絶を目指し、全道及び地域のネット
ワークや民間シェルター等とも連携しながら、啓発の推進、被
害者発見や相談体制の充実、安全な保護体制の整備、被害
者の自立支援などに総合的に取り組む。

環境
生活部

03141
北海道独自の歴史・文化
の発信と継承

順調

来訪促進に向けた道内遺跡群の価値の磨き上げや情報発信
に取り組むため、体験コンテンツの磨き上げや縄文遺跡に関
する情報を集約したポータルサイトの構築などを実施し、事業
効果の促進を図る。
また、コロナ禍の長期化を見据え、楽しく体験でき、かつ安全
な展示内容・会場運営の取組を進めるとともに、野幌森林公
園エリアの活性化を図るため、ＤＸ事業等による魅力発信に
取り組み、国内外の来園者の需要獲得を目指す。

環境
生活部

03152
地域における文化・芸術
活動の振興

概ね順調

「第７回まんが大賞」及び「第３回絵コンテ大賞」の募集を実施
する。
関係団体と連携し、コロナ禍における文化芸術活動を支援す
る。

保健
福祉部

04011
結婚・出産環境支援の充
実

概ね順調

第四期「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」に基づき、
出産や子育てを取り巻く経済的負担の軽減や地域全体で子
育てを応援する仕組みづくりなど様々な観点からの施策を展
開し、結婚や出産を希望する全ての人々の希望がかなうよう
取り組んでいく。

保健
福祉部

04021 周産期医療体制の確保 概ね順調

安心して妊娠・出産できる医療体制の構築を推進するため、
各種事業を継続して実施するほか、より効果的・効率的な事
業の実施についても検討を行いながら周産期医療体制の確
保に努める。

保健
福祉部

04022 小児医療体制の確保 概ね順調

　子育て中の医療面での不安に対応できる環境作りを推進す
るため、各種事業を継続して実施するほか、より効果的・効率
的な事業の実施についても検討を行いながら小児医療体制
を確保に努める。
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保健
福祉部

04052
災害時における医療体制
の強化

概ね順調
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、より実効性の高
い訓練等を実施し、道内災害医療体制の充実を図る。

災害時の医療が確保されるよう、災害拠点病院の設備整備
に対し助成するほか、新型コロナウイルス感染症の状況を踏
まえながら、実災害を想定したＤＭＡＴ訓練を行い、災害医療
体制の充実を図る。

障がいのある方々が地域で安心した生活を送れるよう生活全
般を支える相談支援体制を構築することにより、福祉施設か
らの入所者の移行を進めるほか、既存の障害福祉サービス
の利用を促進することにより地域生活の安定を図ることとす
る。また、地域での暮らしづらさの解消のため地域づくり委員
会の利用を促進する。

【介護人材確保】
求職者のニーズに合わせた就業支援等を引き続き行うととも
に、介護ロボットやICTの導入を促進するなど介護現場の労
働環境改善に取り組み、介護人材の確保と定着を図る。

【地域包括ケアシステムの推進】
新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、新北海道スタイ
ルを踏まえた開催、リモートによる研修会など開催方法を検
討し、事業を実施する予定。

保健
福祉部

04062
高齢者や障がいのある人
等に対する防災体制の整
備

概ね順調

　耐震化整備を継続していく。また、国に対する社会福祉施設
等の耐震診断助成制度の創設等の要望及び北海道・東北７
県保健福祉主管部長会議による施設整備に係る財源確保の
要望を継続する。

令和４年度以降も継続し、社会福祉施設等の耐震化が必要
な施設に対し補助金を支出することで各施設の耐震化整備を
進める。また引き続き国に対し財源確保の要望を行う。

感染症病床の確保に関しては、毎年整備計画調査を行い、医
療機関の意向を随時把握・働きかけ行うとともに、財政措置
について引き続き国に要望する。

ライフステージに合わせ関係機関と連携し、予防接種の推奨
を引き続き行う。

健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図るため、喫煙率や肥
満など健康上の課題対応を継続するとともに、「地域連携クリ
ティカルパス」を活用した医療連携体制の充実を図る。また、
がんによる死亡の減少等のため各種取組を総合的に進め
る。

保健
福祉部

04081 薬物乱用防止対策の推進 順調

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、街頭等の啓発
活動が実施できない等、薬物乱用防止に係る各種啓発活動
に支障が出ているが、啓発方法を変更する等、効果的に各種
啓発活動を実施する。

若年層の大麻事犯が増加するなど違法薬物の問題は後を絶
たないことから、薬物乱用防止対策の推進は、重要であり、引
き続き、感染防止対策を講じつつ、街頭啓発とオンラインによ
る啓発を併せて取り組んでいく。

保健
福祉部

04091 生活衛生対策の推進 判定不可

新型コロナウイルス感染症の影響等により、施設への立入に
よる指導を計画通りに実施できなかったことから、翌年度は新
型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、感染拡大予防
に努めながら、本事業を実施する予定。

衛生環境保持のため、引き続き法令に基づく指導等を継続す
る。

保健
福祉部

04101
食品の安全確保対策の推
進

判定不可

新型コロナウイルス感染症の影響等により、施設への立入に
よる指導を計画通りに実施できなかったことから、翌年度は新
型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、感染拡大予防
に努めながら、本事業を実施する予定。

令和４年度北海道食品衛生監視指導計画を策定し、その計
画に基づき、施設への立入による指導や流通食品の検査を
行い、食品の安全を確保していく。

保健
福祉部

04102
ＨＡＣＣＰによる衛生管理
の推進

概ね順調
北海道HACCP自主衛生管理認証制度の周知を継続し、認証
を取得する施設を増加させる。

令和３年度において、認証を取得する施設が順調に増加して
いることから、引き続き北海道HACCP自主衛生管理認証制
度の周知を継続する。

一般就労への移行に関し、引き続き障がい者就業・生活支援
センターの相談・調整機能を活用し、地域の課題解決に取り
組むことで一層の推進に努める。

多様な働き方を推進しつつ、就労支援事業所の工賃につい
て、指定法人を中心として、授産製品の販売機会の確保や地
域の特産品を活かした商品開発等を行うことにより、向上に
取り組む。

引き続きｱｸﾃｨﾌﾞｼﾆｱが持つ社会参加活動への関心の維持・
向上を図るため、企画を工夫すること、細やかな周知を図り、
魅力の高いプログラムとなるよう推進する。

経済部 05011 食関連産業の振興
やや遅れ

ている

目標値の達成に向け、国の事業なども活用しながら、道内関
係企業・団体と一層の連携を図りながら、一層の商品の磨き
上げと販路確保に取り組む。

商品の磨き上げと販路確保に関する取組を推進するため、国
の「地域食品産業連携プロジェクト推進事業」を活用し、地域
の農林水産物利用促進に係る異業種が参画するプラット
フォームを運営するとともに、共通の課題認識及び戦略に基
づいた商品開発とその販路開拓に対する支援を行う。

経済部 05012
道産食品の高付加価値化
の促進

やや遅れ
ている

目標件数達成に向け、セミナーや事業者が申請しやすい環境
を整えることにより、認定商品の増加に向けて取組を進めて
いく。

認定商品の増加に向けた取組を推進するため、機能性食品
の開発企画からマーケティングに至るまで一貫したスキルを
習得させるための実践講座を開催するとともに、専門家がサ
ポートする伴走型の商品開発支援を実施し、事業者の着実な
商品開発につなげる。

経済部 05021 道産食品の販路拡大 概ね順調

コロナ禍においても道産食品の販路確保・拡大が必要である
ことから、引き続き商談の場を創出することとし、状況に応じ
てオンライン商談会を開催するなど、ウイズコロナ・ポストコロ
ナに対応した販路拡大支援の取組を実施する。

道産食品の販路拡大支援に向け、コロナウイルス感染症の
感染防止策を講じながら、商談会を開催する。また、感染等
の状況によってはオンラインでの開催により取引機会を確保
するなど、感染状況等に左右されにくい販路拡大策を構築す
る。

食の輸出拡大戦略に対応するため、道と関係機関等が連携
を図りながら輸出拡大に向けた取組を進め、道内事業者が輸
出に取り組みやすい環境整備を推進。

フード特区は令和３年度３月末に解散する予定。関係機関と
連携の上、フード特区が担ってきた機能を可能な限り継承し、
引き続き輸出拡大に向けた取組を進める。

広大で密になりにくい本道の優位性や、自然や食・文化など
本道の魅力を活かした「安全・安心」で選ばれる観光地づくり
を推進。

本道の観光産業を支える人材の育成確保に努める。

感染症の状況に応じ、道内から国内、海外へと段階的な観光
需要の回復を目指した取組を進める。

海外への誘客活動については、渡航制限緩和状況に応じた
戦略的なプロモーションの取組を進める。

保健
福祉部

04061
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

概ね順調

・各障がい保健福祉圏域に相談支援に関する地域づくりコー
ディネーターを配置し、地域の相談支援体制の構築や施設入
所者の地域生活への適切な移行に向けた助言・調整等の広
域的支援を行う。
また、地域づくり委員会に関する取組を促進するため、積極
的な周知活動を行う等の事業効果を高める取組を進める。
・就業支援やICT導入促進等による労働環境改善に取り組
み、介護人材の確保や定着を図る。
・介護予防従事者への研修の実施や地域ケア会議へのアド
バイザー派遣等の市町村支援により地域包括ケアシステムを
推進する。

保健
福祉部

04071 健康づくりの推進 概ね順調

・感染症病症の確保に関しては、新型コロナウイルス感染症
の病床として活用されている状況等を踏まえつつ、医療機関
に対し、働きかけを行うとともに、財政措置について引き続き
国に要望する。
・医療機関、市町村等の関係機関との連絡体制整備等により
予防接種の推奨を継続する。
・各種検診の受診促進や企業と連携した健康づくり等の取組
により、健康寿命延伸と健康格差の縮小、がんによる死亡の
減少を図る。

保健
福祉部

04111
高齢者や障がいのある人
等の社会参加の促進

やや遅れ
ている

・障がいのある方の一般就労への移行に関しては障がい者
就業・生活支援センターの相談・調整機能を活用するほか、
農福連携や水福連携など福祉と地場産業が連携した新たな
就労の場の創出に取り組む。
・指定法人による就労支援事業書等の経営改善や受注拡
大、販路の確保、拡大等の取り組みを行い収益及び工賃水
準の向上を図る。
・アクティブシニアに関するセミナーや研修内容のオンデマン
ド配信等により、高齢者の社会参加活動への関心や維持向
上を図る。また、意欲のあるアクティブシニアの方々が活動に
必要な知識を習得する研修会を開催する等、継続して活躍で
きるよう支援する。

経済部 05031 道産食品の輸出拡大
やや遅れ

ている

・関係機関と連携しながら、道内事業者における人材育成と
海外販路拡大を図るために、道産食品輸出企業海外進出促
進事業等を実施する。
・ウィズコロナにおける道産品需要を捉え状況に応じオンライ
ンも活用するなど、より事業効果を高める取組を進め、事業
者の販路拡大を支援する。

経済部 05041
滞在交流型観光地づくり
の推進

やや遅れ
ている

アドベンチャートラベル（ＡＴ）に代表される長期滞在型、富裕
層向けの旅行商品開発を目指し、ＡＴの推進に係る取組や観
光人材の確保・育成のほか、ＡＩ（チャットボット）を活用した情
報発信や、安全・安心な観光地づくりに取り組むなど北海道
観光の更なる高付加価値化に努める。

経済部 05051 誘客活動の推進
やや遅れ

ている

マーケティングに基づく戦略的な北海道観光プロモーションを
実施するとともに、多様な事業者の参画により官民連携の取
組である「ＨＯＫＫＡＩＤＯ　ＬＯＶＥ！」プロジェクトを更に拡大
し、感染収束時のリベンジ消費を確実に取り込む。
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　中小・小規模事業者の事業の維持・継続を図るため、引き
続き、関係機関と連携し、必要な支援に取り組む。

　地域課題の解決に取り組む起業予定者に対する指導助言
と起業に要する費用の一部助成を実施するとともに、創業予
備軍等への創業ステージに応じたきめ細やかな支援や、起業
者への伴走支援などの取り組みを行う。

　「北海道地域商業の活性化に関する条例」の適切な運用を
図るとともに、地域商業の活性化に関する総合的な支援を引
き続き実施する。

　「北海道の卸売市場の活性化に向けて」について、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえ事業内容を精査の上、卸
売市場の業務の適正化と生鮮食料品等の円滑な流通を図
る。

道と関係機関や海外事務所等と連携を図りながら輸出拡大
に向けた取組を進め、道内事業者が輸出に取り組みやすい
支援体制を構築。

海外からの投資促進を図るため、道内自治体等のＰＲ方法や
受入体制の構築を支援。

経済部 05091
リスク最小化に向けた企
業の誘致推進

遅れてい
る

リスク分散の適地「北海道」の立地優位性に加え、本道にゆ
かりのある方々や特色ある地域資源を活かした企業誘致を
進めるとともに、人口減少が進行している本道の状況を踏ま
え、企業の人材確保に向けた支援を行いながら、関係機関と
連携し、企業誘致と人材確保を一体的に進めていく。

社会経済情勢が変化する中で、「感染症」や「サプライチェー
ンの強靭化」、さらには「脱炭素化」など、リスク分散における
視点が多様化してきており、こうした変化を捉え、市町村や経
済団体等と連携し、道外でのセミナー開催や展示会出展、企
業訪問などを通じ、ポストコロナ時代に対応した豊富な再生可
能エネルギーなど、本道の立地優位性をアピールし、立地促
進に向けた取組を進める。

経済部 05092
企業誘致の推進・集積の
促進

遅れてい
る

リスク分散の適地「北海道」の立地優位性に加え、本道にゆ
かりのある方々や特色ある地域資源を活かした企業誘致を
進めるとともに、人口減少が進行している本道の状況を踏ま
え、企業の人材確保に向けた支援を行いながら、関係機関と
連携し、企業誘致と人材確保を一体的に進めていく。

社会経済情勢が変化する中で、「感染症」や「サプライチェー
ンの強靭化」、さらには「脱炭素化」など、リスク分散における
視点が多様化してきており、こうした変化を捉え、市町村や経
済団体等と連携し、道外でのセミナー開催や展示会出展、企
業訪問などを通じ、ポストコロナ時代に対応した豊富な再生可
能エネルギーなど、本道の立地優位性をアピールし、立地促
進に向けた取組を進める。

経済部 05101
高い付加価値を生み出す
ものづくり産業の振興

やや遅れ
ている

ものづくり産業の振興に向け、参入支援のための技術力強化
や販路拡大、人材育成・確保等の取組に加え、デジタル化の
進展や脱炭素化社会の実現に向けた動きなど社会経済情勢
へ対応した取り組みを進める。

・道内ものづくり企業の脱炭素化やデジタル化などの取組を
促進するため、新たに「ものづくり産業におけるグリーン・デジ
タル推進事業」や「次世代自動車部品等参入促進事業」を実
施。セミナー、専門家派遣やマッチング会の開催などにより、
企業の競争力の強化を支援する。
・地域企業の技術力及び生産性向上のため、「地域企業の先
端技術人材確保・育成支援事業」により各地域の産業支援機
関に技術支援コーディネーターを配置。研修会やセミナー等
によりIoT、ロボティクス等の先端技術を有する人材の確保・
育成を図る。

経済部 05111
健康長寿・医療関連もの
づくり産業の振興

順調
個別の参入課題の解決やニーズに応じた製品の開発等に向
けた効果的な取組を検討する。

医療や介護の現場でニーズが高まっているデジタル技術を活
用した製品等の開発を促進するため、製品ニーズとのマッチ
ングや個別の課題解決に向けたアドバイザー派遣などを行
う。

経済部 05112
健康長寿・医療関連産業
の企業誘致の推進

遅れてい
る

本道の優位性や地域資源等を活かした企業誘致による産業
集積に向け、立地環境や研究シーズ等の効果的なＰＲの取
組について、検討する。

シーズ集やヘルスケア関連企業ガイドブック等の配付のほ
か、道外企業への訪問やオンライン面談等により、本道の立
地環境をPRし、道内への立地を促進する。

経済部 05113
健康長寿・医療関連産業
の振興

やや遅れ
ている

参入課題の解決やニーズに応じた新たな製品やサービスの
開発に向け、効果的な取組を検討する。

・医療や介護の現場でニーズが高まっているデジタル技術を
活用した製品等の開発を促進するため、製品ニーズとのマッ
チングや個別の課題解決に向けたアドバイザー派遣などを行
う。
・健康経営に取り組む企業のニーズに対応するサービスの開
発や参入を促進するため、研修会や個別の課題解決に向け
たアドバイザー派遣などを行う。

経済部 05121
省エネルギーの促進と新
エネルギーの最大限の活
用

概ね順調

　北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】
に基づき、省エネの促進と新エネの最大限の活用が図られる
よう、「省エネ意識の定着と実践」や新エネに係る３つの挑戦
である「多様な地産地消の展開」「「エネルギー基地北海道」
の確立に向けた事業環境整備」「省エネの促進や新エネの開
発・導入と一体となった環境関連産業の振興」に取り組む。

施策については、概ね順調に進んでいることから、セミナー等
の開催などによる省エネ意識や行動の定着促進、エネルギー
地産地消の取組に対するコーディネータなどによる支援、送
電網の整備などの国への働きかけ、技術・製品開発、販路拡
大といった環境関連産業の参入促進など、引き続き、施策の
着実な推進を図る。

経済部 05122
災害にも活用できるエネ
ルギー事業環境整備

概ね順調

　北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】
に基づき、身近な地域で自立的に確保できる新エネルギーの
導入促進や災害時も含めた電力の安定供給の確保に資する
地域マイクログリッドの構築を促進するなど、新エネルギーの
導入拡大に向け「多様な地産地消の展開」などに取り組む。

施策については、概ね順調に進んでいることから、市町村や
企業等が連携し地域のレジリエンス向上となる自立分散型エ
ネルギーシステムや地域マイクログリッドなどの導入などの取
組を支援するなど、引き続き、施策の着実な推進を図る。

経済部 05123
環境・エネルギー産業の
振興

概ね順調

　北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅲ期】
に基づき、省エネの促進と新エネの最大限の活用が図られる
よう、「省エネ意識の定着と実践」や新エネに係る「多様な地
産地消の展開」「「エネルギー基地北海道」の確立に向けた事
業環境整備」とともに、「省エネの促進や新エネの開発・導入
と一体となった環境関連産業の振興」に取り組む。

施策については、概ね順調に進んでいることから、地域企業
の省エネの促進や新エネ導入等に関するワンストップ相談窓
口の運用、再エネの開発・導入の促進に向けた支援措置の
拡充などの国への働きかけ、環境・エネルギー産業に係る
マーケティング、開発支援、道内外への販路拡大など、様々
なビジネスの段階において一貫した取組により総合的に支援
をするなど、引き続き、施策の着実な推進を図る。

総合
政策部

05131
健康・医療分野に係る科
学技術の振興

順調

共同研究による成果を発揮できるよう産学官の共同研究を推
進するとともに、北海道内の８の大学・国立研究機関と連携し
ながら社会問題の解決を図る「チャレンジフィールド北海道」
の取組で、今年度から健康分野研究を行う。

○共同研究による成果を発揮できるよう産学官の共同研究を
推進するとともに、北海道内の８の大学・国立研究機関と連
携しながら社会問題の解決を図る「チャレンジフィールド北海
道」、北大などの産学官連携により実施する「共創の場形成
支援事業」において、健康・医療に関する研究開発を推進す
る。

総合
政策部

05132
本道活性化のための科学
技術の振興

順調

共同研究による成果を発揮できるよう産学官の共同研究を推
進するとともに、北海道内の８の大学・国立研究機関と連携し
ながら社会問題の解決を図る「チャレンジフィールド北海道」
など新たな取組を軌道に乗せることで、科学技術の振興を推
進。

○共同研究による成果を発揮できるよう産学官の共同研究を
推進するとともに、北海道内の８の大学・国立研究機関と連
携しながら社会問題の解決を図る「チャレンジフィールド北海
道」の着実に推進するほか、北海道Society5.0を実感できる
体験型科学イベント「サイエンスパーク」を開催する。

経済部 05061 中小・小規模企業の振興
やや遅れ

ている

・中小・小規模事業者の事業の維持・継続を図るため、関係
機関と連携し、必要な支援に取り組む。
・開業率の向上のため、採択予定件数を増加するとともに、起
業者への伴走支援などの取り組みをより一層強化する。

経済部 05071 地域商業の活性化
やや遅れ

ている

・社会経済情勢の変化等を勘案し条例の施行状況等に関す
る検討を行い、課題や取組の展開方策の整理を進め、地域
商業の活性化に関する総合的な支援を実施する。
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ事業の内容を精
査の上、卸売市場の人材育成や体質強化及び本道の生鮮食
料品等の価格の安定や円滑な流通を図るため、(一社)北海
道市場協会を通じた支援を継続的に実施するなど、引き続き
必要な取組を行う。

経済部 05081
世界の中の北海道を意識
した海外市場の開拓
(ASEAN、東ｱｼﾞｱ他)

遅れてい
る

北海道の魅力や強みを活かした海外展開に向けて、「グロー
バルネットワークの強化」を対応方向に、デジタル技術の積極
的な活用や、海外の北海道ファン、道の海外拠点などを通じ
た効果的な情報収集、発信に努めるとともに、食の高付加価
値化、米や日本酒といった中期的な重点品目に加え、伸びし
ろが期待される魚種等、中国やＡＳＥＡＮなどの輸出先地域・
国の重点化など道産品の輸出拡大を図る。
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所管
部局名

施策
コード

施策名 総合判定 対応方針 一次政策評価結果への対応

仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を含めた働き方
改革の推進を図るため、関係法令や制度の普及啓発ととも
に、働き方改革に取り組む企業の認定を行うなど、誰もが働
きやすい職場環境づくりを支援する。

庁内組織横断的な「育休取得促進プロジェクト～みんなで子
育て応援プロジェクト～」において、民間企業等と連携し、道
全体で育児休業取得に向けた機運の醸成を図る。

働き方改革やテレワークに関する地域の中小企業等の相談
対応の強化を図るため、本庁及び各（総合）振興局に相談窓
口を設置し、国と連携した専門家による相談・助言等を行う。

職場環境の整備を含めた働き方改革の推進を図るため、関
係法令や制度の普及啓発とともに、働き方改革に取り組む企
業の認定を行うなど、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援
する。

庁内組織横断的な「育休取得促進プロジェクト～みんなで子
育て応援プロジェクト～」において、民間企業等と連携し、道
全体で育児休業取得に向けた機運の醸成を図る。

働き方改革やテレワークに関する地域の中小企業等の相談
対応の強化を図るため、本庁及び各（総合）振興局に相談窓
口を設置し、国と連携した専門家による相談・助言等を行う。

経済部 05151 雇用の受け皿づくり 概ね順調

地域活性化雇用創造プロジェクト・北海道事業構想の実施期
間が今年度で終了するため、良質で安定的な雇用の場づくり
と産業人材の育成・確保に向け、新たな対応策を検討してい
るところ。

引き続き地域活性化雇用創造プロジェクトを活用し、良質で安
定的な雇用の場づくりと産業人材の育成・確保を図るため、
国の令和４年度事業募集に対して企画提案を行っているとこ
ろ（採択結果は３月末予定）。

カウンセリング、セミナー及び合同企業説明会をオンラインで
実施するなどし、多様な人材の就業を促進。

若年者（新規学卒者含む）をはじめ、就職氷河期世代や新型
コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求
職者等に支援が届くよう、新たな広報手段について検討が必
要。

経済部 05162
高齢者、障がい者の就業
促進

概ね順調

現在行っている、高年齢者雇用の取組やシルバー人材セン
ター事業を紹介するパネル展による普及啓発のほか、事業主
をはじめ、広く道民全体の理解を深めるための広報活動の充
実について、検討する。

障がいのある方の幅広い就労機会の確保に向けた取組を継
続するほか、地域における高齢者の就業促進に向けては、従
来の取組を継続するとともに、事業主をはじめ、広く道民全体
の理解を深めるための広報活動の充実により、高齢者の雇
用に係る一層の機運の醸成を図る。

女性等に対するカウンセリングやセミナー、合同企業説明会
を実施するなどして就業を促進

令和３年度が時限となっている関連事業があることから、新型
コロナウィルス感染症が雇用情勢に与える影響や、求職者の
ニーズを踏まえ、新たな事業の内容についての検討が必要

移住関連施策との連携や多文化共生の取組を踏まえ、移住
担当部署と連携し、就職相談を実施するとともに道内の就業
環境の情報提供などにより道内企業の人材確保を推進する。

首都圏大学と連携を深め、大学主催の就職説明会に参加し
企業情報の提供や支援策のPRに努める。

経済部 05181 産業人材の育成 概ね順調
今後も産業界や地域のニーズを踏まえた多様な人材育成と
技能の振興/継承を図るため、効果的な取組を検討し、引き
続き推進していく。

今後の雇用情勢などを見据え、産業界や地域のニーズを踏
まえた多様な人材の育成を図るため、効果的な訓練科目や
訓練体制を進めていくとともに、小中学校を含む早期の段階
からものづくりへの理解を深め、職業意識を醸成し、技能の承
継・振興を図るなど、北海道職業能力開発計画に基づく施策
を体系的・効果的に推進する。

農政部 06011
安全・安心な食品づくりと
愛食運動の推進

概ね順調

食育は、保健福祉、農林水産、教育など様々な分野が連携し
ながら取組を進めることが重要であることから、「どさんこ食育
推進協議会」で情報を共有し、地域においても市町村、団体
等関係者による食育推進ネットワークを活用した取組や計画
の作成を促進する。

食育推進ネットワーク会議の開催等により、情報共有など関
係機関等の連携を強化することにより、事業効果を高めるとと
もに、計画の作成につながるよう取組を進める。

道産農畜産物の輸出を拡大するため、北海道ブランドを維持
し、戦略的に活用するための情報発信や、海外に営業拠点を
持つ民間事業者と連携したプロモーション活動及びＥＣサイト
を活用した販売支援を行う取組を強化していく。

新型コロナウイルス感染症の影響を見極めながら、商談会や
販売会を通して、更なる販路開拓につなげるとともに、経済部
や水産林務部と連携しながら事業効果を高める取組を進め
る。

「北海道６次産業化サポートセンター」の設置・運営、各種相
談窓口等、6次産業化に取り組む農林漁業者等の経営改善
の支援に取り組む。

６次産業化に取り組む農林漁業者等の経営改善を支援を一
層推進するため、「北海道６次産業化サポートセンター」にお
いて各種相談の窓口対応を担う企画推進員の役割につい
て、必要に応じた現地指導を拡充させるなど、事業効果を高
める取組を進める。

「北海道クリーン農業推進協議会」等と引き続き連携し、ク
リーン農業・有機農業などの環境保全型農業の理解促進とさ
らなる取組の拡大を進めていく。

体験型交流会や農産物販売会の開催により、クリーン農業や
有機農業に対する消費者の理解醸成と消費拡大を図るととも
に、生産者向けネット販売講座を開催し、販路拡大と適正価
格での販売を支援する。

農政部 06013
海外への道産農畜産物の
販路拡大

遅れてい
る

道産農畜産物の輸出を拡大するため、北海道ブランドを維持
し、戦略的に活用するための情報発信や、海外に営業拠点を
持つ民間事業者と連携したプロモーション活動及びＥＣサイト
を活用した販売支援を行う取組を強化していく。

新型コロナウイルス感染症の影響を見極めながら、商談会や
販売会を通して、更なる販路開拓につなげるとともに、経済部
や水産林務部と連携しながら事業効果を高める取組を進め
る。

農家戸数の減少や農業従事者の高齢化による労働力不足へ
の対応に加え、ゼロカーボン北海道の実現への貢献も視野
に、スマート農業の社会実装を加速化する。

労働力不足への対応やゼロカーボン北海道の実現に資する
スマート農業技術の導入・定着に向け、、技術実証成果など
の情報共有や指導人材育成などの取組、サービス事業体が
行う技術導入、農業者等が行うスマート機械等の共同購入・
共同利用の取組を推進する。

消費者や実需者の多様なニーズに対応した競争力ある農畜
産物の計画的かつ安定的な生産を図るため、基本技術の徹
底や生産性の向上・省力化、新たな品種や栽培技術の普及
など、各品目の生産体制の強化に向けた取組を推進する。

産地パワーアップ計画や畜産クラスター計画に基づく施設等
の整備に取り組むとともに、基本技術の徹底、気候変動や病
害に強い多収品種の開発・導入、品種や地域特性などに応じ
た安定栽培技術の普及などを引き続き推進する。

経済部 05141 仕事と家庭の両立支援
やや遅れ

ている

仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を含めた働き方
改革の推進を図るため、関係法令や制度の普及啓発や相談
対応とともに、働き方改革に取り組む企業の認定を行うなど、
誰もが働きやすい職場環境づくりを支援する。また、庁内組織
横断的な「育休取得促進プロジェクト～みんなで子育て応援
プロジェクト」における、育児休業取得に向けた機運醸成を図
る取組に加え、新たに子育て世代の働き方改革に向け、市町
村や商工会議所などと連携して、研修への講師派遣やフォー
ラムを開催するなど、男女が共に仕事と子育てを両立できる
環境整備を促進する。

女性等に対する専門カウンセリングやセミナー、合同企業説
明会を実施するなどして就業を促進する。
また、子育て中や今後出産を考えている女性、子育てが落ち
着き復帰を考えている女性などを対象に、関係機関と連携し
たセミナー（メイクアップセミナー等）を開催する。

経済部 05171 産業人材の確保
やや遅れ

ている

移住支援金事業実施市町村の増加や移住支援金対象要件
の拡大、18歳未満帯同者の加算給付に取り組むほか、プロ
フェッショナル人材事業により地域における人材マッチングを
強化し道内企業の人材確保を推進する。
また、首都圏等大学と連携し、大学と道内企業の交流会を実
施する。

経済部 05142 就業環境の整備
やや遅れ

ている

働き方改革の推進を図るため、関係法令や制度の普及啓発・
相談対応とともに働き方改革に取り組む企業の認定を行うほ
か、テレワークの導入マニュアルや先進事例を発信して、多
様で柔軟な働き方の普及・促進を図る。また、新たに市町村
や商工会議所等と連携し、テレワークやフレックスタイムな
ど、多様な働き方の導入や男性育休に係るセミナーを開催
し、子育て世代の働き方改革を促進する。

経済部 05161 多様な人材の就業促進 概ね順調

カウンセリング、セミナー及び合同企業説明会を対面・オンラ
イン双方を効果的に活用して実施するなどし、多様な人材の
就業を促進する。
また、スマートフォンやタブレットの普及でHPの閲覧手段が多
様化していることから、HPをどの端末でも閲覧しやすいレスポ
ンシブデザインとするほか、SNS（InstagramやLINE）での情報
発信を強化する。

農政部 06012 高付加価値農業の推進
やや遅れ

ている

農政部 06021 農業生産の振興 概ね順調

経済部 05163 女性の就業促進 概ね順調
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農政部 06031
農業の担い手の育成・確
保と農業経営の総合的な
体質強化

やや遅れ
ている

農家後継者をはじめ若者への就農意欲の喚起や新規参入者
に向けた取組など新規就農の促進に一層取り組むとともに、
意欲ある若手農業者の経営力向上のため、農業経営に関す
る知識の習得と経営課題の解決に向けた支援を行う。

就農前の研修段階や就農直後の経営確立に向けた支援を行
うとともに、雇用就農機会の確保を図るために、求職者・雇用
先となる法人とのマッチングをコーディネートする取組の実施
や、行政・農業団体・農業者が一体となって雇用就農確保に
取り組む地域や人手不足がより深刻な地域に対する重点的
な支援を行っていく。

農政部 06041
農業農村基盤整備におけ
る防災・減災対策の推進

順調
次期対策として、個別施設計画の更新・新規策定対象施設の
策定を計画的に実施。

令和３年度から令和７年度までの５か年を２期対策期間とし
て、令和３年度に改定した個別施設計画策定マニュアルによ
り、精度の高い個別施設計画の策定について、施設管理者
への策定にかかる説明会の開催などの支援を行い、計画的
に策定を進める。

農政部 06042 農業農村整備の推進 概ね順調

本道農業の強みを活かす取組を加速化し、生産力・競争力の
強化を図るため、生産の効率化を図る水田の大区画化や暗
渠排水などの排水対策、老朽化した農業用施設の適切な保
全・整備、自給飼料の生産拡大を図る飼料生産基盤の整備
等、農業農村整備を計画的かつ着実に推進するとともに、当
初予算をはじめとした予算総額を安定的に確保するよう国に
強く働きかけていく。

本道農業の生産力・競争力の強化や、農村地域の強靱化、さ
らには農村の活性化を図る上で、ほ場の大区画化や農地の
排水改良、老朽化した農業水利施設の長寿命化など、農業
農村整備を計画的かつ着実に推進することが重要であること
から、国に対し、必要な予算の安定的な確保を強く求めてい
く。

農政部 06051 農村活性化対策の推進 概ね順調

多面的機能支払の取組や農村ツーリズムの受入活動を着実
に推進するとともに、ふれあいファーム登録農家数の増加に
向け、ホームページや情報誌などによる情報発信の取組等を
通して、新規登録の確保に努める。

関係部局・市町村・関係団体との連携や説明会等を開催する
など、多面的機能支払の取組や農村ツーリズムの受入活動
を着実に推進する。
ふれあいファーム登録農家数の増加に向けては、ＳＮＳを活
用した情報発信も推進していく。

農政部 06061

鳥獣による農業被害防止
対策の推進(豊かで優れ
た自然・生物多様性の保
全とその継承）

遅れてい
る

道内の野生鳥獣による農業被害額は元年度では46.6億円、
そのうち37.6億円がエゾシカによる被害で、発生が全道的に
広がっている状況。今後とも鳥獣被害防止総合対策交付金を
活用し、計画的な捕獲・追い払いや農地への侵入防止柵の整
備など地域の活動を支援していく。

引き続き、農業被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策
交付金を活用し、計画的な捕獲・追い払いや農地への侵入防
止柵の整備など、地域の活動を支援していく。

農政部 06062
鳥獣による農業被害防止
対策の推進（農林水産業
の持続的な成長）

遅れてい
る

道内の野生鳥獣による農業被害額は元年度では46.6億円、
そのうち37.6億円がエゾシカによる被害で、発生が全道的に
広がっている状況。今後とも鳥獣被害防止総合対策交付金を
活用し、計画的な捕獲・追い払いや農地への侵入防止柵の整
備など地域の活動を支援していく。

引き続き、農業被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策
交付金を活用し、計画的な捕獲・追い払いや農地への侵入防
止柵の整備など、地域の活動を支援していく。

農政部 06071 道営競馬の推進 順調

引き続き、ファンにとって魅力ある番組づくりに努めるととも
に、競馬事業を将来に向けて安定的に運営できる環境を整え
るため、「第３期北海道競馬推進プラン（R3～7）」に基づき、
計画的に施設整備を進め、騎手やきゅう務員の職場環境を整
えることで、安全・効率的に競馬事業が実施できるよう努め、
地域の基幹産業として雇用や経済の維持発展に寄与する。

「第３期北海道競馬推進プラン」の２年目において、競馬事業
の持続的な発展に資するため、老朽化した競馬場基幹施設
の更新・整備に向けた設計を進めるほか、さらなる顧客の拡
大に向け、引き続き強い馬づくりと魅力ある番組づくりを進め
るとともに、積極的な情報発信を通じ、安定した競馬事業の運
営に取り組む。

地域森林づくり検討会を開催し、地域森林計画策定に当たっ
ての地元意見を把握するとともに、市町村が主体となって進
める森林整備を支援するため、森林統合クラウドシステムの
機能の充実を図る。

山地災害の未然防止に向けて、計画的な治山施設の設置や
保安林の整備による事前防災・減災対策を推進する。

森林の持つ多面的機能の発揮のため、道有林基本計画に基
づき、着実に森林整備を引き続き実施していく。地域と一体と
なった森林づくりを推進するため、一般民有林と連携した共同
施業等を引き続き実施していく。

計画的な伐採・植林・保育により森林資源の充実を図るととも
に、路網整備を推進し、高性能林業機械と組み合わせた効率
的な作業システムの導入を進める。また、民間採種園造成へ
の支援や、コンテナ苗の需要拡大及び施設整備への支援に
より、優良種苗の安定供給を図る。

道産木材の需要創出・拡大に向けた取組など総合的な施策
を推進していく。

道有林基本計画に基づき計画的な森林整備・管理を進め、適
切な森林施業を通じて生産される木材を計画的かつ安定的
に供給する。

市町村や森林組合等が実施する捕獲や防除事業への支援を
行うとともに、エゾシカ森林被害対策連絡会等を活用した関係
機関の連携を促進し、エゾシカによる森林被害の低減を図
る。

道有林基本計画に基づき、地元自治体や猟友会と連携した
狩猟によるエゾシカ被害対策、林道除雪による捕獲環境整備
及び道有林自らによるエゾシカ捕獲事業を実施していく。

引き続き、トド来遊実態の把握に務め、絶滅回避との両立を
目指しつつ、採捕枠に基づく確実な採捕の実施を図り、漁業
被害の軽減に取り組む。

外来魚の駆除及び拡散防止に向け、地元関係者による駆除・
調査・拡散防止等の指導を行う。

水産
林務部

07032
海獣等による漁業被害対
策の推進

やや遅れ
ている

引き続き漁業者ハンターの育成や、漁業者団体などと連携し
た駆除等、トド採捕枠に基づく確実な採捕の実施を図り、漁業
被害の軽減に取り組む。

海獣による漁業被害の軽減に関する取組を促進するため、ト
ド採捕枠に基づく確実な採捕の実施に向け、漁業者ハンター
の育成に支援するとともに、効果的な対策の確立に向け、
オットセイによる漁業被害軽減手法等を検証するほか、国と
連携しトドの採捕・管理に関する基本方針の見直しを進める。

貝毒検査や加工場の巡回指導等による安全な出荷体制の確
保、食中毒防止対策の促進、産地市場等の衛生管理など、
安全・安心な出荷体制の確保を図る。

貝毒検査や水産物等の放射性物質モニタリングを実施して結
果をホームページで公表するなど、国内外に向けた道産水産
物の安全性の情報発信を行う。

貝毒検査や加工場の巡回指導等による安全な出荷体制の確
保、食中毒防止対策の促進、産地市場等の衛生管理など、
安全・安心な出荷体制の確保を図る。

貝毒検査や水産物等の放射性物質モニタリングを実施して結
果をホームページで公表するなど、国内外に向けた道産水産
物の安全性の情報発信を行う。

水産
林務部

07011 豊かな森づくりの推進 順調

ゼロカーボン北海道の実現にも貢献する豊かな森づくりを次
世代に引き継いでいくため、森林管理などを行うクラウドシス
テムの改修など市町村が行う森林整備の支援や、道有林に
おける多様な森林づくりを進めるとともに、引き続き治山事業
により治山施設の設置や保安林の整備を行う。

水産
林務部

07012
森林資源の循環利用の推
進による林業及び木材産
業等の振興

順調

ゼロカーボン北海道の実現にも貢献する森林資源の循環利
用の推進を図るため、新たにクリーンラーチの増産や企業と
連携した森林づくりの推進に取り組むとともに、計画的な伐採
と着実な植林を進めるほか、建築材をはじめとした道産木材
の利用促進などの取組を進める。

水産
林務部

07021
エゾシカ森林被害対策の
推進

遅れてい
る

効果的なエゾシカ捕獲を推進するため、関係機関と連携を図
りつつ、道有林内の林道除雪や囲いワナ等による捕獲などを
進めるほか、専門的知見を有する者の助言を受け技術等の
向上を図りながら行う複数市町村による広域的な捕獲対策等
への支援や、ドローンと監視カメラを活用したエゾシカの行動
把握調査を踏まえた捕獲の実践への支援を行う。

水産
林務部

07031
海獣類の個体数に配慮し
た漁業被害対策の推進

やや遅れ
ている

海獣による漁業被害の軽減に関する取組を促進するため、効
果的な対策の確立に向け、効果検証等の基礎資料として海
獣類の来遊・被害状況を把握するとともに、国と連携しトドの
採捕・管理に関する基本方針の見直しを進める。
外来魚の駆除及び拡散防止に向け、地元関係者による駆除・
調査・拡散防止等の指導を行う。

水産
林務部

07041
安全・安心な水産物の供
給

やや遅れ
ている

ホタテガイの貝毒の発生に対応するため、行政・漁業者団体
が連携して海域ごとの貝毒検査態勢を整備するとともに、貝
毒原因プランクトンの監視、認定・指定加工場の巡回指導な
どを行って、安全・安心な生産・処理加工体制の整備を図る。
貝毒検査の状況や国と連携して実施する水産物・海水の放
射性物質モニタリング結果をホームページで公表することに
より、国内外に向けた道産水産物の安全性をPRする。

水産
林務部

07042
道産水産物の安全な流通
体制の確保

やや遅れ
ている

ホタテガイの貝毒の発生に対応するため、行政・漁業者団体
が連携して海域ごとの貝毒検査態勢を整備するとともに、貝
毒原因プランクトンの監視、認定・指定加工場の巡回指導な
どを行って、安全・安心な生産・処理加工体制の整備を図る。
貝毒検査の状況や国と連携して実施する水産物・海水の放
射性物質モニタリング結果をホームページで公表することに
より、国内外に向けた道産水産物の安全性をPRする。
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水産
林務部

07043
道産水産物の国内競争力
の強化

概ね順調

本道主要魚種の水揚げが減少する中、近年水揚げが増加し
ている魚種（イワシ・ブリ・ニシン等）を新たな資源として有効
に活用するため、消費者に対する販売促進や加工品開発な
どに取り組み、消費拡大を図る。

漁獲量が増加しているマイワシ、ブリ、ニシンを対象に飲食店
におけるフェアを実施するなど道内での消費拡大を図る。
コロナ禍による巣ごもり消費や、飲食店におけるリベンジ消費
に対応するため、漁業生産団体が実施する首都圏など大消
費地での販売促進や飲食店におけるPR等に支援を行い、道
産水産物の消費拡大を図る。
漁業者団体等が実施する学校給食への水産物供給に向けた
PRや加工品の開発などに支援を実施し、魚食文化の定着を
図る。

輸出目標額の達成に向けて、海外事業を行う生産者団体へ
の支援や現地商談会の実施など、輸出先国や輸出品目の拡
大に向けた取組を継続する。
EU向けホタテ輸出に必要な海域管理、海外での道産水産物
の安全性PR、HACCP普及推進講習、活水産物の輸出証明
発行など、引き続き輸出環境の整備により輸出の促進を図
る。
国際情勢や輸出環境に変化が生じ、それが道産水産物の輸
出に影響し、又は影響が強く懸念される状況となった場合、必
要な措置を講じる。

水産資源の維持増大を図るため、TAC管理、各種操業指導
会議などによる適切な資源管理の指導強化、密漁や違法操
業の取締などに取り組む。

北海道強靱化計画（R2.3改定）に基づき、災害発生時におけ
る水産物の安定供給体制を確保するため、耐震岸壁等の防
災・減災に資する施設整備や流通拠点となる漁港における
BCPの策定に取り組む。

令和2年度に策定した「北海道水産業の緊急対策」に基づき、
主要魚種の生産回復や海域特性に応じた栽培漁業の展開な
ど、漁業経営の安定化に向けた取組を推進する。

新規就業者の確保にあたり、就業内容の説明やＰＲ、体験企
画など、就業意欲の向上に向けた現行の取組を継続する一
方、新たな就業機会の創出や住宅支援など、各地域における
受入体制の整備が必要であり、漁協や市町村など地域関係
者と一体となった取組を促進する。

漁業研修所において、マスク着用等新型コロナウイルス感染
の予防対策を講じた上で、総合研修など各種研修を実施し、
漁業に必要な知識・技術等を習得させる。

水産
林務部

07071
木質バイオマスの利用促
進

概ね順調
引き続き道有林基本計画に基づく安定的な木材供給を図ると
ともに、林地未利用材について多様な販売方法により有効利
用を進める。

木質バイオマスの利用促進に向けて、林地未利用材の搬出・
運搬の効率化・低コスト化など安定供給体制の構築に向けた
取組や地域におけるボイラーなどの熱利用施設の導入に向
けた取組を進める。
また、引き続き道有林基本計画に基づく安定的な木材供給を
図るとともに、林地未利用材について多様な販売方法により
有効利用を進める。

水産
林務部

07072
木質バイオマスのエネル
ギー利用の促進

概ね順調

木質バイオマスエネルギーの利用促進に向け、これまでの林
地未利用材の集荷搬出に係る実証結果を活用しながら、林
地未利用材の安定供給対策を展開するとともに、小規模熱利
用のさらなる普及促進に向けた取組を進める。

木質バイオマスの利用促進に向けて、林地未利用材の搬出・
運搬の効率化・低コスト化など安定供給体制の構築に向けた
取組や地域におけるボイラーなどの熱利用施設の導入に向
けた取組を進める。

令和４年度の北の森づくり専門学院の入学者を道内外から広
く確保するため、PRキャラバンや高校・大学等への訪問、道
外での入学試験などを実施。インターンシップや進路相談等
による生徒の業種適性の把握等関係団体と連携した取組に
より生徒の就業先を確保。

地域の素材生産を担う林業事業体の計画的な雇用確保や設
備投資を促進するため、林業事業体の裁量度を高めた立木
販売を実施する。

地域ネットワークでの取組や、道内外に向けた林業の魅力発
信などにより、新規就業者の確保を促進するとともに、就業希
望者等に対する研修の実施や、就業にあたっての経済的負
担の軽減により、新規参入者を支援する。

建設部 08011
安心して子育てできる住
まい・まちづくりの推進

順調
子育て支援に配慮した公営住宅の整備を進めるため、引き続
き市町村と連携して取組を進める。

子育て支援に配慮した道営住宅の整備にあたっては、協議会
を設定して具体的な取組を決定するなどにより、市町村と連
携する。

建設部 08012
高齢者や障害のある方々
などが安心して暮らせる
住まい・まちづくりの推進

順調
サービス付き高齢者向け住宅について、供給が少ない地域
への立地を促すほか、高齢者等の入居を拒まない民間賃貸
住宅の登録制度の普及促進を行う。

道総研北方建築研究本部への委託事業や、市町村への聴き
取りを踏まえ、道内ニーズの把握を進めて行く。
各種の広報の機会を活用し、該当制度の普及促進を行う。

建設部 08013
北国らしい個性豊かで活
力のある住まい・まちづく
りの推進

やや遅れ
ている

まちなか居住として位置づける公営住宅の整備を進めるた
め、長寿命化計画に基づく公営住宅の計画的な整備に向け
て、引き続き市町村と連携して取組を進める。

まちなか居住として位置づける公営住宅の整備を進めるた
め、既存老朽団地の建替において、まちなかに存在する団地
への移転集約などの整備を進める。

建設部 08021
大規模自然災害対策の推
進（治水対策）

判定不可
道管理河川について、生態系や景観などに配慮しながら、河
道の掘削、築堤、放水路･遊水池の整備や、既設ダムの有効
活用などを推進する。

近年の大規模な自然災害に対応するため、流域全体であら
ゆる関係者が協働して水災害対策を行う流域治水を計画的
に推進し、必要な予算の確保を国に要望するなど、治水対策
を推進する。

建設部 08022
大規模自然災害対策の推
進（強靱化）

順調

地吹雪等の危険箇所における防雪対策を進めるために、社
会資本整備総合交付金等の活用により、引き続き防雪対策
を推進し、耐災害性の向上を図る。また、効果的に施策を進
めるため、必要な予算の確保などの取組を推進する。

暴風雪時における地吹雪危険箇所の対策について、早期着
手に取り組み耐災害性の向上を図るとともに、必要な予算の
確保を国に要望するなど、大規模自然災害対策を推進する。

建設部 08023
大規模自然災害対策の推
進（長寿命化）

概ね順調

社会資本整備総合交付金等の交付金や補助制度の活用に
より、引き続き橋梁の修繕・更新を推進する。また、効果的に
施策を進めるため、必要な予算の確保などの取組を推進す
る。

橋梁の修繕・更新について、早期着手に取り組むとともに、必
要な予算の確保を国に要望するなど、道路交通ネットワーク
の形成を推進する。

建設部 08031
道路交通ネットワークの形
成（強靱化）

順調

地吹雪等の危険箇所における防雪対策を進めるために、社
会資本整備総合交付金等の活用により、引き続き防雪対策
を推進し、耐災害性の向上を図る。また、効果的に施策を進
めるため、必要な予算の確保などの取組を推進する。

暴風雪時における地吹雪危険箇所の対策について、早期着
手に取り組み耐災害性の向上を図るとともに、必要な予算の
確保を国に要望するなど、大規模自然災害対策を推進する。

建設部 08032
道路交通ネットワークの形
成（長寿命化）

概ね順調

社会資本整備総合交付金等の交付金や補助制度の活用に
より、引き続き橋梁の修繕･更新を推進する。また、効果的に
施策を進めるため、必要な予算の確保などの取組を推進す
る。

橋梁の修繕・更新について、早期着手に取り組むとともに、必
要な予算の確保を国に要望するなど、道路交通ネットワーク
の形成を推進する。

水産
林務部

07044
道産水産物の国際競争力
の強化

遅れてい
る

輸出拡大に向け、生産者団体が行う海外プロモーションへの
支援や、現地量販店等で行う道産水産物フェアの対象国追
加、米国におけるカレイ製品開発、中国・香港での水産加工
品を商材とした商談会の実施により商流構築を促進する。
活水産物の中国・韓国への輸出増に対応するため、輸出証
明発行体制の拡充(会計年度職員増)を図る。

水産
林務部

07051
栽培漁業の推進や経営の
安定化等による水産業の
振興

概ね順調

道TAC計画に基づく採捕量の配分・管理、各種操業指導会議
での資源管理の指導に加え、関係機関と連携した海上・陸上
での指導・取締により適切な資源利用を図る。
水産物の安定供給に向け、流通拠点漁港におけるBCP策定
は完成しており、引き続き耐震岸壁の整備完成を進める。
海洋環境の変化等に対応できる生存能力の高いサケ稚魚の
育成や、魚類養殖など本道に適した増養殖の事業化の検討
に取り組むほか、コンブ漁業に関してドローンを活用した漁場
の把握やAI技術を活用した品質向上に向けた取組を進める
など、漁業現場に新しい技術を取り入れながら生産活動の省
力化・効率化を推進する。

水産
林務部

07061
水産業の担い手対策の推
進

遅れてい
る

新規就業者の確保・育成にあたり、移住関心層に事業対象を
拡大し、Web・SNSを活用した積極的な就業PRを行うほか、新
規漁業就業者の定着を図るため各地域が実施する受入体制
づくりを推進するとともに、先駆的事例として取組成果を波及
させることで実施地域の拡大を働きかける。
漁業研修所において、引き続きマスク着用等新型コロナウイ
ルス感染の予防対策を講じた上で、総合研修など各種研修を
実施する。

水産
林務部

07081 林業の担い手対策の推進 概ね順調

SNSの活用や移住施策との連携により道内外へ林業の魅力
を発信する。
地域協議会を活用した高校等へのPRや事業体とのマッチン
グ強化、造林作業の軽労化、通年雇用化の推進に取り組む。
北森カレッジにおける地域や産学官との連携による人材の育
成に取り組む。
体系的なキャリア形成に資するICT等の最新技術を含む研修
を実施する。

10 / 12 ページ



所管
部局名

施策
コード

施策名 総合判定 対応方針 一次政策評価結果への対応

建設部 08041
住宅・建築物の耐震化の
促進

概ね順調

住宅･建築物の更なる耐震化の促進に向け、耐震セミナーの
継続実施や公表している民間大規模建築物の補強設計及び
耐震改修工事について、予定どおり実施できるよう関係市町
と連携し実施していく。

・耐震改修等の重要性に関する普及啓発を図るため、耐震セ
ミナーや地域における出前講座を実施するとともに、市町村
を通じたパンフレットの配布などにより地域における耐震化の
取組を支援する。
・公表している民間大規模建築物について、補強設計及び耐
震改修工事が予定どおり実施できるよう、関係市町と連携し
て所有者の意向把握などに努める。

建設企業の経営力･技術力の強化に向け、引き続き、経営に
係る相談･情報提供等を行うとともに、労務単価や資材単価な
どについて適切な改定を行っていく。

担い手の確保･育成に向け、就業環境の改善や建設産業の
役割や魅力の発信について、コロナ禍においてもより効果的
な取組になるよう実施方法の検討を行うなどしながら、引き続
き国や関係団体等と連携しながら取組を進める。
現行の指標では、若年者就業に向け実施する取組の効果が
見えにくいため、取組の効果が把握しやすい指標への差し替
えについて関係部局と調整を進めている。

建設業界においても、経営力･技術力の強化や担い手確保･
育成に努めており、道は今後も建設業団体を支援しながら、
建設産業の振興を図っていく。

建設部 08061
都市公園スポーツ関連施
設の整備・維持管理・更新
の推進

概ね順調
道立都市公園の運動施設において適切な維持管理に努め、
必要な改修を行うことによりスポーツ環境の充実を図る。

道立都市公園の運動施設における維持管理については、引
き続き指定管理者と連携して適切に進める。また、施設の改
修等については、老朽化の状況を踏まえて、国の交付金等を
活用して計画的に進める。

建設部 08062
都市公園の整備・維持管
理・更新の推進

順調
道立都市公園の管理施設において適切な維持管理に努め、
必要な改修を行う。

道立都市公園における維持管理については、引き続き指定
管理者と連携して適切に進める。また、施設の改修等につい
ては、老朽化の状況を踏まえて、国の交付金等を活用して計
画的に進める。

建設部 08071
下水道施設の整備・維持
管理・更新の推進

概ね順調

汚水処理施設普及の概成に向けて、各市町村からの調査資
料を取りまとめた「全道みな下水道構想Ⅳ（H31.3策定）」をも
とに、整備スケジュールや整備手法、概算事業費等を設定し
たアクションプログラム（R2.3策定）に基づき、目標達成に向け
て計画的な事業執行を進める。

汚水処理施設整備が概成していない市町村に対し重点配分
等による未普及地域の早期解消を実施する。
また、人口規模や地域事情に柔軟に対応した汚水処理シス
テムを検討し、効率的な整備を進める。

企業局 10011
水力発電によるエネル
ギーの安定供給への寄与

順調

老朽化の著しい岩尾内発電所の改修事業に着手し、電力の
安定供給に努めるとともに、一般会計の「新エネルギー導入
加速化基金」への繰り出しを通じて再生可能エネルギーの導
入の加速化に寄与するなど、北海道企業局経営戦略の着実
な推進を図る。

老朽化の著しい岩尾内発電所の改修工事に向け、令和４年
度は実施設計委託を進め、電力の安定供給に努めるととも
に、一般会計の「新エネルギー導入加速化基金」への繰り出
しを通じて、市町村等の新エネルギー設備等導入支援や道有
施設の新エネルギー導入など、再生可能エネルギーの導入
の加速化に寄与し、北海道企業局経営戦略の着実な推進を
図る。

外部有識者で構成された「経営懇談会」の意見や提案も踏ま
え、各種イベントへの出展や受水企業との意見交換及び定期
的な訪問等を実施し、需要拡大に向けて取り組みを推進する
とともに、SNSやダムカードを活用した情報発信にも努める。

耐震診断の結果を踏まえ、重要性や劣化度合いなどから優
先度を設定し、費用の平準化を図りながら計画的にダム放流
施設の耐震補強や耐震性を有する配水管への更新等を実施
する。

　目標値に届いていない要因の一つに、家庭学習時間の少な
さが挙げられる。望ましい学習習慣の一層の定着を図る。

　全国学力・学習状況調査の結果を検証し、組織的な授業改
善を進めることで、各学校における学力向上につなげる検証
改善サイクル確立に向けた取組を続けていく。

　ＩＣＴを効果的に活用した授業実践や端末活用の推進に向
け、教育局を通じ市町村教委や学校へＩＣＴ活用授業モデルの
普及・充実や研修資料の提供を行うとともに、相談窓口の設
置、教職員のＩＣＴに関する理解を着実に深めＩＣＴ活用指導力
を高める研修を充実するなどして学校を支援。

　令和３年度中に行われたＢＹＯＤ端末の購入方法や使用に
関わるルールについて、検証を行い、より効率的な購入方法
や端末の活用方法について情報提供などし、学校を支援。

教育庁 11021
生活安全・交通安全に関
する教育

概ね順調

　児童生徒が被害に遭う事件・事故の発生が後を絶たたない
ことを踏まえ、学校における安全教育の充実及び地域ぐるみ
で児童生徒の安全を守る体制整備が推進されるよう対応す
る。

　児童生徒の安全確保について、関係機関と連携した安全教
育の充実やスクールガード・リーダーの配置、スクールガード
養成講習会の開催などに引き続き取り組み、地域と連携した
通学路等の安全対策の徹底に取り組む。

教育庁 11022 災害安全に関する教育
やや遅れ

ている

　本道においても大規模な地震・津波の発生、火山噴火や豪
雨・豪雪などの自然災害の発生が予想されることから、「１日
防災学校」や「高校生防災サミット」を推進し、事業の成果を普
及啓発するなどの対応をする。

　「1日防災学校」や「高校生防災サミット」の取組を継続して
実施するとともに、取組の成果を各学校や市町村の関係部
局、地域住民と共有するなどして、防災教育の一層の充実に
取り組む。

　耐震対策促進に向けた関係市町村への情報提供や要請を
行う。

　国に対して公立学校の耐震化対策に関する支援内容の充
実と地方負担の軽減する財政措置を要望。

　各学校における短期スパンでの体力向上に向けた検証改
善サイクルを確立させ、体力向上に向けた取組の充実を図る
ため、北海道独自で作成した「新体力テスト分析ツール」を継
続的に改訂し、活用を促進させる。

　体育科・保健体育科の指導力向上を図るため、各教育局と
連携し、小学校体育専科教員、小学校体育エキスパート教員
及び中学校授業実践スペシャリストを活用した研修の機会を
継続して設定する。

　市町村首長部局や教育委員会職員を対象に幼児教育と小
学校教育の連携・接続の重要性や、その体制構築について
理解促進を図るための研修を各教育局が振興局と協力して
実施し、地域における幼児教育推進体制の充実を図る。

　引き続き、相談員をリモートを含めて派遣するほか、保育場
面紹介のデジタル教材の提供や公開保育を他の幼児教育施
設が視聴できるよう、オンラインによる配信や動画教材を作成
するなど助言体制充実を図る

建設部 08051 建設産業支援の取組促進
遅れてい

る

若年就業者確保に向けた取組効果が把握しやすい指標に入
れ替え済み。
建設業団体が独自で行う担い手の確保・育成等の取組を引
き続き支援する。
週休２日の導入や適切な賃金水準の確保など就業環境の改
善のほか、高校生を対象とした講習会等や建設技術の疑似
体験するイベントなど若い世代に向けた建設産業の魅力や役
割の発信について、より効果的な取組になるよう実施方法の
検討を行うなどしながら、国や建設業団体、教育機関等と連
携し取組を進める。

企業局 10021
工業用水の安定供給によ
る企業立地環境の整備

順調

外部有識者で構成する「経営懇談会」の意見や提案も踏ま
え、地域における脱炭素化推進の取組との連携を図るなど、
個々の企業のニーズに対応したきめ細やかな営業活動を進
めるとともに、選定から10周年を迎える工業用水道キャラク
ターやダムカードを活用した広報・PRにも努める。

教育庁 11011
確かな学力を育む教育の
推進

概ね順調

　望ましい生活習慣や学習習慣を確立するため、保護者向け
のリーフレット配布をはじめ、地域住民や保護者を対象とした
研修会を継続して実施するとともに、市町村と民間企業や
NPO団体等の連携による放課後の学習支援の取組を各自治
体と共有するなどして、これまで以上に学校、家庭、地域が一
体となった学力向上に向けた取組を進める。

教育庁 11012 ＩＣＴ活用教育の推進
遅れてい

る

・ICTの環境整備や活用に関し、引き続き、学校や市町村教育
委員会への情報提供及び質問対応等による日常的な支援を
行う。
・教員のICT活用指導力等を評価する指標を活用し、レベルに
応じた研修内容を検討するとともに計画的な校内研修等の実
施を支援する。
・ICT活用ポータルサイトや広報誌等により、教員等への情報
提供を実施する。

教育庁 11023
安全・安心な学校施設づく
り

概ね順調

・地震防災対策特措法による国庫補助率の嵩上げが令和７
年度まで延長となったことから、耐震対策促進に向けた関係
市町村への情報提供や要請を行う。
・国に対して公立学校の耐震化対策に関する支援内容の充
実と地方負担の軽減する財政措置を引き続き要望。

教育庁 11031
心身の健やかな成長を促
す教育の推進

概ね順調

・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の調査結果等を踏ま
え、引き続き「新体力テスト分析ツール」を改訂する。
・運動やスポーツをすることが好きな児童生徒を育成するた
め、教員の体育・保健体育授業の指導力向上に向けた研修
を継続的に実施する。
・児童生徒の運動習慣の定着を図るため、北海道の体力・運
動能力の課題を踏まえた「どさん子元気アップチャレンジ」の
内容を検討し、実施する。

教育庁 11041
幼児教育・子育て支援の
充実

順調

・幼小連携・接続の重要性について理解促進を図るため、市
町村の行政職員を対象とした「幼小連携・接続担当者研修」
の実施やモニタリング事業を通じ、幼児教育と小学校教育の
円滑な接続に向けた取組を進める。
・オンライン公開保育やオンデマンド教材の充実を図るととも
に、幼児教育以外の専門知識を有する相談員の委嘱など活
用しやすい助言体制の構築を図る。
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部局名
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施策名 総合判定 対応方針 一次政策評価結果への対応

オンライン研修やオンデマンドによる研修資料の公表を通し
た研修機会の充実を通して、幼稚園における特別支援教育
に関する専門性の向上を図る。

リーフレットのほか、特センＷｅｂサイトやツイッター等を活用し
て、本取組について一層の周知を図り、登録数の増加に努め
る。

オンライン研修の開催等をとおして、医療的ケアを実施できる
教員数の増加に努めるとともに、研修済みの教員に対する
フォローアップ等にも積極的に取り組み、専門性の維持・向上
に努める。

教育庁 11061 キャリア教育の推進 概ね順調

　デジタル社会の急速な進展に対応するため、関係機関と連
携を図りながら、先端技術の知識とスキルを磨く職業人材を
育成するシステムの構築に向けた先進的な職業教育を推進
していく。

　産業界や国の機関とも包括連携協定を締結するなど、学び
の場を学校外に確保した最先端の職業教育を推進するため、
地域の産業界と一体となった学びの充実を図る。

指導者の育成・養成のための研修事業の体系化ついて、社
会教育主事講習の受講意欲を高めるための視点と、受講後
のフォローアップまで見据えるという視点を盛り込む。

道民の学びの機会充実のために、既存の道民カレッジ以外
に、現代的課題に沿った効果的な手段がないか否かを検討
する。

　各学校における国際理解教育の継続的な実施に向け、指
導助言を行う。

　道教委主催の教育課程研究協議会や授業改善セミナー等
において、学習指導要領の趣旨を徹底するとともに、効果的
な指導方法にかかわるワークショップや研究協議等を通し、
教員の教科指導力の向上を図る。

　新型コロナウイルス感染症の影響により高校生の交換留学
が実施できない場合も、引き続き、オンラインでの交流など、
国際理解に効果的な取組を進める。

教育庁 11091
豊かな人間性と社会性を
育む教育の推進

概ね順調

　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配
置、有識者や弁護士などで構成する支援チームの学校への
派遣や、子ども相談支援センターにおける解決につなげる支
援などによる家庭・地域社会・関係機関と連携した生徒指導・
教育相談体制の充実に取り組む。

　これまでの取組に加え、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーの配置の充実を図るほか、不登校児童生
徒に対してオンラインでカウンセリングを行うことができる体制
の整備などを進め、引き続き家庭・地域社会・関係機関と連
携した生徒指導・教育相談体制の充実に取り組む。

　引き続き、文化財の指定等の増加及び文化財に親しむ機会
の確保に努める。なお、文化財に親しむ機会の確保について
は、新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえて対応する。

　世界文化遺産を本道教育の推進に生かす取組の具体化

　道立美術館と道内の公・私立美術館との連携による施設・
所蔵作品相互紹介やＰＲ活動や各種イベントなどの取組推進

　道立美術館等の展覧会等を紹介する動画配信の取組推進
（動画コンテンツの充実）

重要犯罪の検挙率は高い水準で推移しており、今後も継続し
て早期検挙により被害の拡大を防止し、道民の不安感を解消
するため、重要犯罪等に係る捜査の強化を図る。

暴力団の対立抗争の防あつに向けた情報収集と警戒強化を
図るとともに、新型コロナウイルス感染症に係る給付金等に
着目した暴力団等による犯罪、薬物・銃器の密輸・密売事件
及び来日外国人による組織的犯罪に対する戦略的な取締り
の強化を図る。

全交通事故死者数のうち高齢者が半数近くを占めていること
などから、引き続き関係機関・団体と連携を図りながら、高齢
者事故防止対策を推進するとともに、子供達の安全を守る歩
行者保護対策も併せて推進する。

交通死亡事故の実態に即した取締りや見せる警戒活動を引
き続き徹底する。
飲酒運転の取締りに関しても、行動分析や地域の実態を分析
した上で、取締りを中心に推進する。

交通事故防止に重要となる安全で円滑な道路交通環境を実
現するために、交通規制の見直しや交通安全施設の適正な
維持・管理を推進する。

警察本
部

21031 防災危機管理対策の推進 順調
各種災害の発生等を踏まえ、今後も管内の実態に即した危
機管理対策を強化するとともに、大規模災害等発生時におけ
る迅速・的確な初動体制を確立する取組を推進する。

　災害危険箇所等の実態把握を進めるとともに、大規模災害
を想定した、災害警備本部運営訓練や関係機関と連携した救
出救助訓練を実施するほか、自治体等と合同の住民参加型
避難訓練を実施するなど、危機管理対策の強化と初動体制
を迅速に確立する取組を継続する。

教育庁 11051 特別支援教育の推進 概ね順調

・幼稚園における特別支援教育に関する専門性の向上を図る
ため、引き続きオンラインやオンデマンドを利用して研修機会
を充実させるとともに、各教育局と連携して特別な教育的支
援が必要な幼児を把握し、支援を実施する。
・サポート企業登録数の一層の増加に努めるため、特別支援
学校高等部職業学科の見学会の機会等を用いて、制度の周
知や登録の呼びかけを行うほか、テレワークによる就労を見
据え、幅広い職種への働きかけを行う。
・医療的ケア指導医による巡回相談の充実等により、各学校
のニーズに応じたフォローアップの充実に努める。

教育庁 11071 生涯学習の推進
やや遅れ

ている

・指導者の育成・養成のための研修事業について、社会教育
主事講習を核とし、地域学校協働活動等の地域の社会教育
事業に関わる教員、住民及び市町村職員の動員機会と受講
後のフォローアップ研修を体系化することに加え、社会教育法
に基づき対象者を明確に分類することで、それぞれの役割に
応じた的確なスキルアップを図る。
・道民カレッジ事業自体の在り方や内容を検討する過程にお
いて、社会人の学び直しや多様な背景を持つ人々のニーズに
応じた学習機会の提供の手段について検討する。

教育庁 11081 国際理解教育の充実 概ね順調

・学校教育指導や教科指導訪問等において、各学校における
国際理解教育の継続的な実施に向け、指導・助言を行う。
・道教委主催の各教科等教育課程研究協議会や新規事業に
おける探究学習推進事業において学習指導要領の趣旨を周
知・徹底するとともに、効果的な指導方法にかかわるワーク
ショップや研究協議等を通し、教員の教科指導力の向上を図
る。
・「高校生交換留学促進事業」において、新型コロナウイルス
感染症の影響により高校生の交換留学が実施できない場合
も、ＩＣＴを活用したオンラインによる交流など、国際社会にお
いて主体的に行動できる資質・能力と異なる言語や文化、生
活に対する理解と関心を深め、積極的にコミュニケーションを
図ろうとする態度を育成するための効果的な取組を進める。

教育庁 11101
文化財の保存及び活用の
推進

順調

　文化財に親しむ機会の確保のため、文化財保護強調月間
（10月8日～11月7日）における文化財の展示や公開・活用等
に関する事業の促進や文化財ニュースレターの発行などに取
り組む。

教育庁 11102 芸術文化活動の推進
遅れてい

る
　芸術文化活動の推進のため、オンライン上での作品鑑賞や
連携館の紹介など、鑑賞機会と情報発信の充実に努める。

警察本
部

21011 治安対策の推進 順調

　重要犯罪等に係る捜査の強化を図るため、現場指掌紋や
DNA型鑑定資料等客観証拠の収集を重視した初動捜査を徹
底し、携帯電話や防犯カメラ画像の解析など、科学技術を活
用した捜査を一層推進するとともに、暴力団をはじめとする犯
罪組織の資金獲得活動に着目した実態解明と事件検挙を徹
底するほか、暴力団の対立抗争の防あつに向けた情報収集
と警戒強化を継続するなど、暴力団等犯罪組織の壊滅、薬物
事犯の根絶等組織犯罪対策を推進していく。
  また、サイバー空間の安全確保のため、サイバーセキュリ
ティ意識の向上に向けて、自治体や関係機関、サイバー防犯
ボランティア等と連携し、地域に根ざした防犯活動を推進して
いく。

警察本
部

21021 交通安全対策の推進 順調

　関係機関・団体と連携した高齢者宅訪問活動による安全指
導のほか、児童・未就学児を対象とした広報啓発、通学時間
帯等の街頭指導等を推進する。
　交通死亡事故抑止への取組としては、事故実態の分析を踏
まえた効果的な交通指導取締り、見せる警戒活動及び安全
指導等を推進していく。
　今後も、安全で円滑な道路交通環境の実現のため、交通実
態の変化等に即した交通規制の見直し、交通安全施設の適
正な維持管理を推進する。
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