感染症の小規模患者クラスターが一部地域で発生する
など早急に感染拡大防止対策を講じる必要が生じた場
合に、技術的支援のため、感染症対策に係る専門家を派
遣する
【感染症対策専門家派遣事業】

75,347

継続
（拡充）

感染症重症者に対して専門性が高い医療機器(人工呼吸
器やECMO等)による治療を行える体制を確保するため、
重症者への治療体制の確保 重症者の治療を行う医療機関に専門の医療チームを派
遣する
【重症者対応体制確保事業】

18,997

継続

1,901

継続

199,981

継続

205,072

継続
（拡充）

感染症への対応に当たる医療従事者が長時間勤務等で
帰宅困難な医療従事者の宿
帰宅が困難となった場合などの宿泊経費を支援する
泊支援
【医療従事者宿泊支援事業】

330,327

継続
（拡充）

感染症拡大の影響により、休業・診療縮小を余儀なくされ
た医療機関・薬局に対して、事業の継続・再開を支援する
【医療機関再開等支援事業、薬局継続再開支援事業】

15,213

継続

26,846

継続
（拡充）

45,100

新規

2,770,100

継続

クラスター発生地域へ専門
家派遣

感染症患者が増加している地域の医療機能を継続する
地域における医療支援体制 ため、地域の中心的役割を果たしている医療機関に対し
の構築
医療従事者の派遣を支援する
【地域医療支援体制構築事業】
医師・看護職員・薬剤師が感染した場合に、医療等提供
体制の安定的な確保などを図るため、他の医療機関等
緊急時における代替医師等
からの医師等の派遣を支援する
の派遣
【緊急的代替医師派遣事業、緊急的代替薬剤師派遣事
業、看護師応援派遣支援事業】
外国人患者の適切な入院・受診体制を確保するため、医
療機関における多言語標記や通訳の確保など、受入環
外国人患者の受入体制の整
境の整備を支援する
備
【外国人患者受入体制整備事業、宗教・文化対応等に係
る外国人患者受入体制整備事業】

医療機関・薬局の再開等支
援

感染症の影響下においても、看護師等養成所における
看護師等養成所の実習補完 実習を学内演習に代えることにより、これまでと同等の知
識と技能を修得するために必要な機材等を支援する
体制の整備
【看護師等養成施設等実習補完事業】
感染症のまん延防止対策のため、マスク等の感染防護
具の備蓄を行うとともに、医療機関等に対して、感染防護
医療機関等における感染防
具を配布する
止対策の推進
【新型コロナウイルス感染症対策用感染防護具供給体制
事業】
感染者が発生した社会福祉施設等が必要なサービスを
継続して提供できるよう、道において衛生用品を備蓄す
社会福祉施設等における感 るとともに、緊急時の応援派遣体制の整備、感染防止機
器の整備などの支援を実施する
染防止対策の推進
【社会福祉施設等感染拡大防止対策、介護サービス提
供基盤等整備事業】
生活保護に至る前の段階の方を対象に、就労準備、家
計改善の支援や、引きこもり状態にある方への早期支援
生活に困窮している方の自
を実施する
立に向けた支援
【生活困窮者自立支援事業(就労準備支援､家計改善支
援)】

90,016

継続
（拡充）

児童扶養手当
児童扶養手当のほか、新型コロナウイルス感染症の影
低所得の子育て世帯に対す 響を大きく受けている子育て世帯に対して臨時特別給付
る子育て世帯生活支援特別 金を再支給
給付金

133,917

継続

介護者が感染症により入院した際に、濃厚接触者となっ
介護者が感染した際の要介
た在宅要介護者の受入体制を整備する
護者の受入体制整備
【在宅要介護者等受入体制整備事業】

90,110

継続

保護者が感染し、一時保護が必要となった児童のための
専用宿泊施設の借上げを行うとともに、感染症対策や健
保護者が感染した際の児童
康管理など適切な対応を講じた一時保護体制を整備す
の一時保護体制の整備
る
【児童一時保護感染拡大防止体制強化事業】

21,266

継続

感染症の影響による児童虐待など児童家庭相談の増加
感染症に伴う児童相談体制 に備え、児童相談所の安全確認体制を強化するととも
の強化
に、感染症対策を講じた相談支援環境を整備する
【児童相談体制強化事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により心労を抱えた方
ＳＮＳを活用したこころの健康 の自殺防止などを目的に、安心して気軽に相談できるよ
相談
う、ＳＮＳを活用したこころの健康相談を実施する
【こころの健康ＳＮＳ相談事業】
受動喫煙防止対策の推進

北海道受動喫煙防止条例に基づき受動喫煙防止対策に
関する普及啓発や学習の機会の確保等を図る
【受動喫煙防止教育資材作成事業】

国の保険者努力支援制度を活用し、生活習慣病等の予
防や健康づくりを推進するために、効果的・効率的な保
生活習慣病等の予防や健康
健事業につながるデータベースの構築や人材育成を図
づくりの推進
る
【道国保ヘルスアップ支援事業】

3

27,275

※令和２年度事業はひとり親世
帯に対して給付金を支給。
令和３年度事業はふたり親世帯
を含む低所得の子育て世帯に給
付金を支給。

※令和２年度５定補正(国３次補
継続
正・令和３年度への繰越)分を含
（拡充）
む予算額

19,391

新規

8,220

新規

250,000

継続

(3)広域連携等による行政サービスの最適化
施策名

事業概要
予算額（千円）
振興局主導で「広域連携推進検討会議」を開催し、市町
村間の連携及び道と市町村の連携による地域課題解決
広域連携による市町村の取
の方向性を検討するとともに、「広域連携前進プラン」に
2,361
組の推進
基づく取組を展開
【広域連携加速化事業】
人口３万人未満の市町村の簡易水道事業及び下水道事
業の公営企業会計への移行を支援するため、ワーク
公営企業会計適用推進
81,000
ショップ型の合同研修会や個別相談会などに取り組む。
【公営企業会計適用推進事業】
人口減少などの社会情勢の変化、CO2削減の必要性、
多発する災害対策などの新たな課題を踏まえ、現在のご
ごみ処理広域化・集約化
16,952
みの広域化計画を見直し、新たな計画を策定する。
【ごみ処理広域化・集約化事業】

区分

備 考

継続

継続

継続

水道広域連携の推進

人口減少社会における持続可能な水道機能の確保のた
め、水道事業の広域化に係る基本的な考え方やスケ
ジュール等をまとめた「水道広域化推進プラン」を策定す
る。
【水道広域連携推進事業】

29,011

継続

災害情報共有システム整備

テレビ会議システムを更新し、時間や空間に制約されず
に情報共有が可能な環境を整備し、災害発生時における
対災害性の向上・改善を図る。
【災害情報共有システム整備費】

5,500

継続

(4)魅力ある教育環境の整備
施策名

事業概要
予算額（千円）
区分
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減するた
特別支援学校のスクールバ め、特別支援学校で運行しているスクールバスを増便す
108,418 継続
スの増便
る
【特別支援学校スクールバス感染症対策事業】
感染症の影響等による家計急変世帯や低所得世帯に対
し、高校教育に係る奨学給付金を支給する
奨学のための給付金支給
2,382,235 継続
【私立高等学校等就学支援事業(総務部) 、公立高等学
校等就学支援事業(教育庁)】
少人数指導や家庭学習の準備・チェックなどの教員の指
導の補助を実施するため、学校に学習指導員を配置す
学習指導員の配置
722,364 継続
る
【学習指導員配置事業】
教員が学びの保障に専念できる体制を整備するため、校
スクール・サポート・スタッフ 内の換気・消毒、文書や資料の印刷等の業務を補助する
継続
1,075,715
の配置
スクール・サポート・スタッフを学校に配置する
（拡充）
【スクール・サポート・スタッフ配置事業】
児童生徒のいじめ・不登校等の問題行動の未然防止、早
スクールカウンセラー等の配 期発見・対応等を図るため、スクールカウンセラーやス
212,689 継続
置
クールソーシャルワーカーを学校に配置する
【いじめ等対策総合推進事業】
全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、子どもの望ま
子どもの学力・体力向上の促 しい生活習慣・学習習慣の定着を図るとともに、体力向上
33,648 継続
進
に資する取組を行う
【学力・体力向上総合推進事業】
私立学校等の教育条件の維持向上及び修学上の経済
的負担の軽減を図るため、私立学校等の管理運営に要
私学教育の振興
16,792,199 継続
する経費の一部を支援する。
【私立学校等管理運営対策費補助金】

備 考

(5)地域を支える交通ネットワークの構築
施策名

事業概要
予算額（千円）
「３密」状態が発生しやすい公共交通機関における感染
交通事業者の感染防止対策 拡大防止対策に要する経費の一部を支援する
470,000
に対する支援
(国 助成率1/2 道 助成率1/4 (国助成に上乗せ))
【地域公共交通感染拡大防止事業】
市町村や交通事業者等と連携し、地域にとって最適な交
通体系の構築に向け、広域での地域公共交通計画を策
地域公共交通計画の策定
12,477
定する
【地域公共交通計画策定支援事業】
MaaS実証実験の成果や課題を、全道各地域の交通事業
者など関係者間で広く共有し、シームレス交通の全道展
北海道型MaaSの展開
3,512
開を図る
【北海道型MaaS展開事業】

4

区分
新規

新規

継続

備 考
※令和２年度５定補正(国３次補
正・令和３年度への繰越)分を含
む予算額

