
Ⅲ　令和４年度(２０２２年度)
建設部施策体系



Ｒ4.4.1現在

分　　　　野 政策の柱 政策の方向性
施策名

注)語尾の（再掲）
は再掲施策

多様な主体の協働による社会
システムの脱炭素化

住宅の脱炭素化の促進
〈建築指導課〉
・きた住まいる推進事業費【再掲】

森林等の二酸化炭素吸収源の
確保

都市緑化の推進

〈河川砂防課〉
・河川改修費
・都市小河川改修費

〈都市環境課〉
・都市公園事業費
・道立都市公園管理費

大規模自然災害対策の推進(治
水対策）

令　和　4　年　度（２０２２年度）　　　建　設　部　施　策　体　系

新　し　い　北　海　道　総　合　計　画　上　の　位　置　付　け 課　別　関　連　事　業
(　予　算　事　業　)名

注)語尾の【再掲】
は再掲事業

〈維持管理防災課〉

・みどり豊かな道づくり事業

・生きている川づくり推進事業費（河川）

・水と緑の環境回復事業費

・生きている川づくり推進事業費（砂防）

・海辺のふれあい事業

〈河川砂防課〉

・都市小河川改修事業費

・ダム建設事業費

・河川計画調査費

・大規模特定河川事業

・河川事業防災・安全交付金

・河川事業社会資本整備総合交付金

・砂防事業防災・安全交付金

・砂防計画調査費

・特定土砂災害対策推進事業費補助

生活・安心

〈住宅課〉

・道営住宅建設費

・既設道営住宅改善事業費

・道営住宅建替事業推進費

・道営住宅駐車場整備費

・道営住宅維持管理費

・公営住宅等関連事業推進費

安心で質の高い医療・福祉
サービスの強化

高齢者や障がいのある方々な
どが住み慣れた地域で安心し
て暮らせる社会の形成

高齢者や障がいのある方々な
どが安心して暮らせる住まいづ
くりの推進

〈建築指導課〉

・きた住まいる推進事業費

・民間住宅等関連事業推進費

・長期優良住宅普及促進法施行費

・建築基準法施行費

・建設リサイクル法施行費

・都市低炭素化促進法施行費

・宅地建物取引業法施行費

〈住宅課〉

・道営住宅建設費　【再掲】

・既設道営住宅改善事業費　【再掲】

・道営住宅建替事業推進費　【再掲】

・道営住宅駐車場整備費　【再掲】

・道営住宅維持管理費　【再掲】

・公営住宅等関連事業推進費　【再掲】

安心して子どもを生み育てるこ
とができる環境づくりの推進

安心して子育てできる社会の形
成

子育てに配慮した公営住宅の
整備促進

豊かで優れた自然・生物多様
性の保全とその継承

豊かな自然の価値・恵みの保
全と次代への継承

環境負荷を最小限に抑えた持
続可能な社会の構築
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分　　　　野 政策の柱 政策の方向性
施策名

注)語尾の（再掲）
は再掲施策

新　し　い　北　海　道　総　合　計　画　上　の　位　置　付　け 課　別　関　連　事　業
(　予　算　事　業　)名

注)語尾の【再掲】
は再掲事業

住宅・建築物の耐震化の促進

〈建築指導課〉
・住宅・建築物耐震改修等事業費

・災害に強いまちづくり推進事業費

経済・産業
中小・小規模企業の振興や地
域商業の活力再生

地域の安全・安心に欠かせない
建設業の振興

建設産業支援の取組促進

〈建設管理課〉
・建設業経営体質強化対策事業費

大規模自然災害対策の推進

〈維持管理防災課〉
・公物管理パトロール費
・道路維持補修費
・道路交通安全施設費
・道路除雪事業費
・道路除雪機械整備費
・道路敷地調査費
・河川環境維持補修費
・排水機場運営費
・河川等情報システム運営費
・ダム管理費
・ダム建設事業費
・河川区域調査費
・砂防施設維持補修費
・海岸維持補修費
・海岸保全区域測量費

・海浜地保全調査費

〈道路課〉
・道路改築費
・特定道路事業交付金
・道路交通安全施設費
・道路局部改良費
・道路事業調査費
・道路計画調査費

〈河川砂防課〉
・都市小河川改修事業費　【再掲】
・ダム建設事業費　【再掲】
・河川計画調査費　【再掲】
・河川事業防災・安全交付金外　【再掲】
・河川事業社会資本整備総合交付金
【再掲】
・砂防事業防災・安全交付金【再掲】
・砂防計画調査費【再掲】
・特定土砂災害対策推進事業費補助【再
掲】
・海岸事業防災・安全交付金
・海岸緊急自然災害防止対策事業費
・海岸計画調査費

〈都市環境課〉
・都市計画街路事業費

・地方道路等整備事業費

生活・安心
強靱な北海道づくりとバックアッ
プ機能の発揮

大規模自然災害に対する北海
道自らの脆弱性の克服

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

〈建設政策課〉
・北の住まいるタウン推進事業

　

〈都市計画課〉
・街路交通調査費

・開発行為等施行費

・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

　

〈都市環境課〉
・土地区画整理事業費推進費補助金

・組合等区画整理補助事業補助金

〈建築指導課〉
・きた住まいる住宅推進事業費　【再掲】

・民間住宅等関連事業推進費　【再掲】

・長期優良住宅普及促進法施行費　【再

掲】

・都市低炭素化促進法施行費　【再掲】

・宅地建物取引業法施行費　【再掲】

〈住宅課〉
・道営住宅建設費　【再掲】

・既設道営住宅改善事業費　【再掲】

・道営住宅建替事業推進費　【再掲】

・道営住宅駐車場整備費　【再掲】

・道営住宅維持管理費　【再掲】

・公営住宅等関連事業推進費　【再掲】

人・地域
協働によるまちづくりの推進や
地域コミュニティの再構築

地域で互いに支え合うまちづく
りの推進
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分　　　　野 政策の柱 政策の方向性
施策名

注)語尾の（再掲）
は再掲施策

新　し　い　北　海　道　総　合　計　画　上　の　位　置　付　け 課　別　関　連　事　業
(　予　算　事　業　)名

注)語尾の【再掲】
は再掲事業

都市施設の整備・維持管理・更
新の推進

〈都市環境課〉

・公共下水道事業費

・流域下水道事業費

・地域環境保全下水道事業費補助金

・都市公園事業費　【再掲】

・道立都市公園管理費　【再掲】

持続可能な社会・経済を支える
社会資本の整備

連携と交流を支える総合的な交
通ネットワークの形成

安全・安心な道路網の充実

〈道路課〉

･道路改築費　【再掲】

・特定道路事業交付金　【再掲】

・道路交通安全施設費　【再掲】

・道路局部改良費　【再掲】

・道路事業調査費　【再掲】

・道路計画調査費　【再掲】

〈都市環境課〉

・都市計画街路事業費　【再掲】

・地方道路等整備事業費　【再掲】

〈維持管理防災課〉

・道路交通安全施設費　【再掲】

・道路局部改良費

・道路改築費

・自転車道整備事業費

・みどり豊かな道づくり事業【再掲】

・生きている川づくり推進事業費（河川）

【再掲】

・河川改良費（特対）

・ダム建設事業費　【再掲】

・砂防事業費（特対）

・生きている川づくり推進事業費（砂防）

【再掲】

・地すべり対策費

・急傾斜地崩壊防止事業費

〈道路課〉

・道路改築費　【再掲】

・道路局部改良費　【再掲】

・道路事業調査費　【再掲】

〈河川砂防課〉

・都市小河川改修事業費　【再掲】

・ダム建設事業費　【再掲】

・河川計画調査費　【再掲】

・大規模特定河川事業　【再掲】

・河川事業防災・安全交付金　【再掲】

・河川事業社会資本整備総合交付金

【再掲】

・砂防事業防災・安全交付金【再掲】

・砂防計画調査費【再掲】

・特定土砂災害対策推進事業費補助【再

掲】

・海岸事業防災・安全交付金【再掲】

・海岸緊急自然災害防止対策事業費

【再掲】

・海岸計画調査費　【再掲】

公共土木施設の整備維持管理
更新の推進

産業活動や暮らしを支える社会
資本の戦略的・効果的な整備

持続可能な社会・経済を支える
社会資本の整備

人・地域
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分　　　　野 政策の柱 政策の方向性
施策名

注)語尾の（再掲）
は再掲施策

新　し　い　北　海　道　総　合　計　画　上　の　位　置　付　け 課　別　関　連　事　業
(　予　算　事　業　)名

注)語尾の【再掲】
は再掲事業

建設部行政の企画及び総合調
整

〈総務課〉
･北海道土地開発公社貸付金
・公社自主事業用地資金利子補給補助
金

〈建設政策課〉
・建設事業企画調整費

入札制度改革の推進

〈建設管理課〉

・入札契約総合管理システム運営事業費

・見積用参考資料提供システム運用費

公共工事における技術・積算管
理等の向上

〈建設管理課〉

・設計積算電算システム運営費

・公共事業設計単価等調査費

・新技術情報提供システム運営費

・電子納品保管管理運用費

北海道住宅供給公社の経営健
全化

〈住宅課〉

・住宅供給公社事業運営資金

営繕行政の着実な推進

〈計画管理課・建築保全課・建築整

備課〉

・営繕工事監理費

・庁舎等営繕費

・営繕工事に係る事業費(各部計上)

内部管理

 その他　内部管理業務における関連事業一覧
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