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そ　の　他

行政改革推進費 17,911

総合研究機構運営支援費 14,687,027

北海道立総合研究機構の運営

札幌医科大学の運営

札幌医科大学運営支援費 10,045,820

援護対策推進費           79,602

北方四島交流推進費 46,323

北方領土隣接地域振興等事業推進費 594,133

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  90,307

原子力環境安全対策費 436,900

国民保護体制の整備 国民保護体制整備推進費 3,017

原子力防災対策の推進 原子力防災安全対策費      458,711

消防学校教育の充実 消防学校管理費      350,002

1,096,937

消防力の強化 消防力強化対策費 50,372

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  

私立高等学校等授業料軽減補助金 304,367

私立学校等管理運営対策費補助金 

私立高等学校等就学支援事業費 13,781,085

総 務 部 施 策 概 要

（単位：千円）

私学教育の振興

16,792,199
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 安心して暮らせる基盤・環境の整備と経済の活性化・自立化への寄与

北海道移住受入体制構築・魅力発信事業費 10,000

地域交通支援事業費補助金

1,000,000

4,272,656

交通対策調整費　　　　 151,261

地域公共交通計画策定支援事業費 12,477

鉄道利用促進事業費 28,000

道民の権利利益の保護及び道政相談の充実

胆振東部地震災害復興支援費 3,383

官民連携の推進

 個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現

官民連携推進事業費 35,674

地域づくり推進費　　　　 728,339

国際交流推進費　　　　 197,199

鉄道利用促進環境整備事業費補助金

1,463,890

統計調査の実施

国際化施策の戦略的推進

北海道胆振東部地震被災地域の復興支援

121,385

北海道新幹線の建設促進及び
開業効果の拡大に向けた取組

地域政策の推進

 国際社会との連携・交流の拡大

総合交通対策及び
交通・物流ネットワークの構築

29,351

情報化施策の推進

国際交流団体活動推進費

多文化共生社会形成推進事業費

地域情報化推進対策費

286,712

地域創生・人口減少問題対策の推進

新千歳空港国際拠点空港化推進費　　　　 1,072,901

航空ネットワーク形成推進費　　　 253,993航空・空港政策の推進

地域づくり総合交付金 4,580,000

夕張市財政再生支援対策費補助金 35,108

特定地域政策推進費 146,578

市町村行財政運営調整費 23,293市町村自治の振興

広域連携及び地方分権の推進 行政連携推進事業費 5,279

北海道新幹線鉄道整備事業費負担金 24,300,000

海上ネットワーク形成推進費 69,117

北海道新幹線建設等促進費　 25,971

地方創生対策推進費 1,408,668

地域政策推進事業費

空港建設費　 457,460

1,765

「北海道Society5.0」推進事業費 31,000

情報システム推進費

バス運行対策・利用促進費

交通事業者利用促進支援事業費 2,200,000

7,114

2,135

道政苦情審査費 8,717

委託統計費　　　　 834,173

広聴活動促進費　

189,288

土地利用規制等対策費 17,972

総合計画費 8,322

国費予算関係促進費　　　　 3,465

 政策の基礎となる情報の把握と開かれた道政の推進

北海道総合計画等の推進
・国費予算に関する総合調整

土地水対策等の総合的推進

総合教育の推進

広報広聴活動の推進 広報活動推進費　

未来人財応援事業費 25,530

道の重要政策の総合的な企画・調整

総 合 政 策 部 施 策 概 要
（単位：千円）

政策調整諸費 4,898

 各部との連携による北海道の「めざす姿」の実現
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（単位：千円）

水環境対策費

生活基盤施設耐震化等補助金事業費(水道施設分)

水道広域連携推進事業費 29,011

73,944

3,352,517

環 境 生 活 部 施 策 概 要

豊かで優れた自然・生物多様性の保全とその継承

自然環境及び生活環境の保全 49,997大気環境対策費

野生生物等の適正な管理 14,000

9,490

9,602

生物多様性保全推進事業費

国定公園施設整備等事業費

市街地周辺ヒグマ出没対策事業費

国定公園適正利用促進事業費 6,000

71,096

121,000

エゾシカ指定管理鳥獣捕獲等事業費

エゾシカジビエ利用拡大推進事業費

環境への負荷が少ない持続可能な社会の構築

地球温暖化対策の推進と環境に配慮 807

10,085「稼ぐジビエ」マーケティングモデル創出事業費

環境政策推進事業費

する人づくり 1,500気候変動適応推進事業費

エネルギーの活用などの取組促進 23,000

低炭素型ライフスタイルの促進や水素 2,511水素社会推進事業費

脱炭素モデル地域構築調査検討費

アライグマ根絶モデル実証事業費 13,792

脱炭素社会に向けた行動変容促進事業費 10,000

12,996

循環型社会の形成 26,779産業廃棄物監視指導費

ＰＣＢ適正処理推進費

道民生活の安全の確保と安心の向上

交通事故のないまちづくり 19,329

循環型社会の形成 1,032,536循環資源利用促進事業費

飲酒運転根絶推進関連事業費

消費生活センター管理運営費

北海道消費者協会補助金

安全で安心な地域づくり 7,262犯罪被害者等支援推進事業費

消費者行政推進事業費消費生活の安定と向上の推進 220,445

北海道の未来を拓く人材の育成

青少年の健全な育成

人権が尊重される社会の実現 23,605人権啓発活動活性化事業費

アイヌ高等学校等進学奨励費

アイヌ文化理解促進普及啓発事業費 40,597

アイヌの人たちの社会的･経済的地位 135,348

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

市民活動の促進 28,891

の向上

市民活動促進センター管理運営費

育成 65,031

397,463

世界で活躍するトップアスリートの

24,815

一般財団法人地域創造負担金

縄文世界遺産登録推進プロジェクト事業費

北海道文化財団補助金 150,064

芸術文化活動費補助金

国民体育大会派遣費補助金

1,374

スポーツ競技力向上推進費補助金

36,562青少年育成推進事業費補助金

49,752

民族共生象徴空間（ウポポイ）関連予算

高齢者や障がいのある方々、女性が活躍できる社会づくり

男女平等参画社会の実現 10,105

370,493東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会関連事業費

東京2020オリンピック連携推進事業費

22,193

104,590

全国障害者スポーツ大会派遣事業費

配偶者暴力被害者支援対策費

100,000

18,945スポーツ王国北海道事業費

文化発信拠点づくり推進事業費

24,626

北海道立総合体育センター管理運営費

ジュニアアスリート強化育成事業費

1,081

85,944

新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進

地域メディア芸術推進事業費

12,046

地域における文化・芸術活動の振興

世界に飛躍するスポーツ王国北海道の実現

地域スポーツ活動の推進･環境の充実

ふるさとの歴史・文化の発信と継承

アイヌ文化の振興 295,808アイヌ民族文化財団事業費補助金

アイヌ協会活動促進費

北海道独自の歴史・文化の発信と継承 北海道博物館事業費

男女平等参画社会づくり推進費

144,847

海洋プラスチックごみ発生抑制対策調査費

ごみ処理広域化・集約化事業費

23,353

16,952

運転免許自主返納促進事業費 6,687

145,464

36,713

56,501

12,702
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在宅要介護者等受入体制整備事業費 90,110

感染症病床確保促進事業費 121,247,009

福祉施設等における感染防止対策の
徹底と事業継続の確保

社会福祉施設等感染拡大防止対策費 840,550

検査・医療提供体制の充実強化 感染症医療提供体制整備事業費 10,098,064

軽症者等用宿泊施設借上事業費 21,632,617

向けた環境づくり 介護従事者確保総合推進事業費 432,710

 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策

養成・確保に向けた仕組みづくり 看護職員等研修事業費 120,692

地域福祉を担う人材の養成・確保に 福祉人材センター運営事業費 85,717

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 ナースセンター事業費 46,290

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 62,572

仕組みづくり

重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業費 9,672

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 3,254,921

生活困窮者の生活保障と自立に向け 生活困窮者自立支援事業費 144,588

た環境づくり

を支援する環境づくり 母子家庭等自立支援給付金支給等事業費 18,303

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 35,421

感染症の予防や治療のための体制 感染症指定医療機関事業費補助金 65,815

づくり 感染症対策事業費 1,348,323

安心して食生活を送るための環境 食品衛生検査費 109,859

づくり と畜検査費 308,820

づくり 障がい者就労支援推進事業費 9,261

安心して生活できる環境づくりのために

づくり 市町村地域生活支援事業費補助金 1,133,272

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補助金 68,314

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 114,072

場所での生活を支援する地域づくり 介護ロボット導入支援事業費 600,000

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 成年後見制度支援体制オンライン化推進事業費補助金 6,525

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 介護サービス提供基盤等整備事業費 4,837,141

環境づくり 北海道子どもの貧困対策ネットワーク会議事業費 6,671

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 184,025

地域子ども・子育て支援事業費 6,603,856

多子世帯の保育料軽減支援事業費 1,003,151

ることができる環境づくり 特定不妊治療費助成事業費 1,082,146

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 地域少子化対策強化事業費 179,365

患者搬送固定翼機運航事業費 206,264

医療機能連携のための体制づくり 在宅医療提供体制強化事業費補助金 220,933

ドクターヘリ整備事業費 1,005,659

地域に必要な医療の確保に向けた 地方・地域センター機能強化事業費 96,780

緊急臨時的医師派遣事業費 156,291

医師就労支援事業費補助金 72,442

374,584

るための仕組みづくり 地域医師連携支援センター事業費 100,098

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

地域に必要な医師等を養成・確保す 医師養成確保修学資金等貸付事業費

環境づくり がん対策関連事業費 164,411

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 50,154

心身の健康を維持、増進するための こころの健康ＳＮＳ相談事業費 19,391

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
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経 済 部 施 策 概 要

ウィズコロナの長期化を見据えた中小・小規模企業の維持・継続等 (単位：千円)

感染症の状況 に応 じた企業
の 経 営 力 強 化 と 雇 用 対 策

道産食品道外販路確保対策事業費 105,000

経営持続化支援緊急特別対策事業費 5,100,000

地域商業ウィズコロナ対策支援事業費 179,150

事業再生・承継支援対策事業費 45,000

プレミアム付商品券発行支援事業費 3,261,000

道産品消費喚起特別割引事業費 717,061

中小・小規模企業緊急総合支援事業費 146,830

中小企業総合振興資金貸付金 450,383,000

給付金付座学・職場研修事業費 215,832

就業支援体制整備事業費 30,181

北海道ブランドの発信力のパワーアップ（食や観光産業の活性化）

食の魅力の国内外への展開力強化 国際大会等を契機とした食と観光の魅力発信事業費 55,252

56,863海外アンテナショップの支援機能強化による販路拡大推進事業費

食の海外展開促進・需要拡大事業費（中国） 21,309

道産食品輸出企業海外進出促進事業費 33,823

道産ワイン高度人材確保事業費 74,142

国内誘客促進強化事業費 343,348

「観光立国北海道」の再構築 地域の魅力を活かした観光地づくり推進事業費 235,328

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾄﾗﾍﾞﾙﾜｰﾙﾄﾞｻﾐｯﾄ開催推進費 50,000

AT受入体制整備事業費 107,196

観光誘客促進道民割引事業費 1,974,309

教育旅行支援事業費 1,586,690

食 や 観 光 の 総 合 力 に よ る
海 外 へ の 魅 力 発 信

道市連携海外展開推進事業費 19,300

北海道上海事務所運営事業費 25,874

北海道ASEAN事務所運営事業費 27,175

北東北三県・北海道ソウル事務所運営事業費 9,859

産学官連携型感染防止策調査研究事業費 3,000

ポストコロナを見据えた新たな社会経済の変化への対応力強化

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た
未 来 志 向 の 産 業 振 興

デジタル技術を活用した海外展開支援事業費 13,895

ヘルスケア産業競争力強化推進事業費 20,177

自動運転車開発拠点化促進事業費 10,000

宇宙産業成長産業化推進事業費 8,201

食関連産業省力化促進事業費 35,040

デ ジ タ ル 化 に よ る
企 業 の 競 争 力 強 化

プロダクトデザイン活用促進事業費 425

航空機関連分野参入促進・人材育成事業費 7,726

次世代自動車関連ものづくり産業振興事業費 24,933

省エネ･新エネ導入の促進による
2050年ゼロカーボンへの貢献

「ゼロカーボン北海道」貢献への新エネ導入支援事業費 240,000

(生産性の向上、販路の多様化) 企業間連携型IT産業等振興事業費 4,278

分散型エネルギーリソース導入促進事業費 9,988

水素関連産業化促進事業費 20,280

環境・エネルギー産業総合支援事業費 66,819

拠点分散化の動きを見据えた
多 様 な 企 業 の 誘 致 ､
海 外 か ら の 投 資 促 進

サプライチェーン再編企業誘致推進事業費 1,813

洋上風力発電導入促進事業費 10,000

データセンター集積推進事業費 15,867

企業立地促進費補助金 1,762,324

海外からの投資誘致推進事業費 22,000

サテライトオフィス誘致事業費 7,648

テレワーク環境整備事業費 164,469

ポストコロナを見据えた人材の育成・確保

多 様 な 人 材 の 活 躍 促 進 テレワーク普及推進事業費 5,000

北海道就業支援センター事業費 95,631

多様な人材の安定就業促進事業費 208,139

異業種チャレンジ奨励事業費 870,830

海外人材確保緊急支援モデル事業費 892,617

潜在人材掘り起こし推進事業費 10,977

プロフェッショナル人材センター運営事業費 49,628

ＵＩＪターン新規就業支援事業費 67,554

産 業 人 材 の 育 成 次世代自動車関連ものづくり産業振興事業費 24,933

事業内職業訓練事業費補助金 87,274

食品産業エネルギー利用効率向上支援事業費 8,184

ものづくり人材技術力強化事業費 52,624

技能検定促進費 60,208
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持続可能で生産性が高い農業・農村の確立

国内外の需要を取り込む農業・農村の確立

多様な人材が活躍する農業・農村の確立

道民の理解に支えられる農業・農村の確立

地域で経営体を支える組織の育成・強化

北海道和牛ブランド創出推進事業費 1,000

酪農経営体質強化事業費 3,893

国際水準ＧＡＰ実践拡大推進事業費 22,507

安全・安心な食料の安定生産の確保

345,762

農業委員会活動促進助成費 70,000

経営支援総合推進事業費

農 政 部 施 策 概 要

（単位：千円）

普及活動推進事業費 73,769

次世代施設園芸普及促進事業費 14,944

スマート農業総合推進事業費 43,971

生産基盤の強化 米どころ・酒どころ振興事業費 17,321

541,133

農業経営総合支援事業費

ごはん食拡大・米産地づくり推進事業費 4,360

食の安全・安心推進費 3,301

次世代農業促進生産基盤整備特別対策事業費 774,000

情報通信環境整備対策事業費 300,000

米どころ・酒どころ振興事業費（再掲） 17,321

産地生産基盤パワーアップ事業費 4,761,887

畑作構造転換事業費 2,642,125

野菜産地育成総合対策事業費 108,480

道産小麦需要拡大促進事業費 3,229

原種等生産事業費 162,420

畜産振興総合対策事業費 102,847

水田麦・大豆産地生産性向上事業費 807,090

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費 2,579,245

北海道めん羊生産振興事業費 2,500

ジャガイモシロシストセンチュウ緊急防除対策事業費 974,664

北海道和牛繁殖基盤造成事業費 4,000

オーガニック農業普及・販路拡大推進事業費 3,834

強い農業づくり事業費 4,408,087

環境と調和した農業の推進 持続可能な農を支えるクリーン農業促進事業費 3,461

鳥獣被害防止総合対策事業費 1,237,289

環境保全型農業直接支援対策事業費 1,074,662

畜産環境保全推進対策事業費 215

輸出対応施設等整備事業費 500,844

国際貿易協定に対応した道産牛肉生産強化・消費拡大事業費 6,276

道産農畜産物輸出総合対策事業費 228,314

地域がうるおう農村ツーリズム発展事業費 3,957

６次産業化ネットワークづくり支援事業費 362,717地域資源を活かした新たな価値の創出

持続可能な酪農の就農サポート環境構築事業費 1,760

次代を担う女性農業者の活躍サポート事業費

農業経営体の安定・発展 農業金融対策推進費 343,030

農業経営を担う人材の確保・定着

担い手育成総合推進事業費 1,315,182

青年新規就農者確保対策事業費 6,189

北海道農業担い手育成センター事業費 161,857

産地生産基盤パワーアップ事業費（再掲） 4,761,887

1,580

就農支援資金貸付事業等特別会計 587,533

農業経営者総合サポート事業費 76,870

酪農経営体質強化事業費（再掲） 3,893

強い農業づくり事業費（再掲） 4,408,087

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費（再掲） 2,579,245

快適で安心して暮らせる生活の場づくり 中山間地域等直接支払事業費 6,418,499

農業分野における外国人材受入れモデル事業費 1,946

地域農業を支える多様な人材の活躍 農福連携推進事業費 3,113

4,360

愛食運動の総合的な展開 北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費 14,092

地域がうるおう農村ツーリズム発展事業費（再掲） 3,957

北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費（再掲） 14,092

道民コンセンサスの形成 農業・農村コンセンサス形成総合推進事業費 17,188

地域がうるおう農村ツーリズム発展事業費（再掲） 3,957

東京2020オリンピック食と花のおもてなし事業費 30,000国内外の食市場への販路の拡大

ホッカイドウ競馬の推進 地方競馬特別会計 40,346,764

多面的機能支払事業費 9,326,947

地域住民が一体となって創る活力ある農村づく
り

中山間ふるさと・水と土保全対策事業推進費 14,400

道産小麦需要拡大促進事業費（再掲） 3,229

経営支援総合推進事業費（再掲） 541,133

ごはん食拡大・米産地づくり推進事業費（再掲）
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5,307

トド・オットセイ海獣類被害防止総合対策事業費
環境・生態系保全活動支援事業費

1,530

3,009
42,014

藻場機能回復促進事業費

資源管理体制推進事業費
漁業取締船建造費

秋サケ資源回復加速化事業費

44,000

水産業・漁村の発展を支える水産技術の向上と道民理解の促進

ICT技術等を活用したコンブ生産増大対策事業費

森林整備地域活動支援交付金
森林整備等支援事業費（体制強化・森林整備）
地域森林計画編成事業費

豊かな森づくり推進事業費補助金

優良種苗確保事業費
エゾシカ森林被害防止強化対策事業費
森林整備事業費（造林・林道）

37,844
水産物供給基盤整備事業費（漁港）

漁協経営緊急支援資金利子補給金

道産水産物消費喚起推進事業費
道産水産物輸出拡大推進事業費

漁業就業促進事業費

30,272

140,000

2,275
4,280

3,055

655,945

6,565,040

安全で良質な道産水産物の安定供給と消費拡大

水産業改良普及指導費 7,683

漁業就業体制整備支援事業費

日本海漁業経営基盤安定強化事業費

水産資源の適切な管理等

水産物供給基盤整備事業費（漁場）

新たな養殖業推進事業費

漁業振興資金利子補給金

日本海ニシン栽培漁業定着事業費　　　　

快適で住みよい漁村の構築と活
力ある漁村の構築

水産業の振興に関する技術向上

漁港海岸保全事業費
全国漁港漁場大会開催関連経費

全国豊かな海づくり大会準備費

担い手の育成及び確保等

安定的な水産業経営の育成

水 産 林 務 部 施 策 概 要

漁業経営体の収益性向上と人材の育成・確保

24,066

栽培漁業の推進 53,459

11,657

1,802,665

10,000

海洋環境の変化等に対応した漁業生産の早期回復と安定化

13,068

319,034

道民等の自発的な活動の促進

全国育樹祭開催事業費

森林・山村多面的機能発揮対策推進費

9,740
13,335

12,860

10,290

木材産業等の健全な発展 2,445

7,874,237

先進的造林技術推進事業費 16,158
19,557

682,000

8,572,640
11,146

64,512
森林資源デジタル管理推進対策費

治山事業費

23,598

(単位：千円)

1,098,157

水産業を核とした活力ある漁村地域の形成

11,109,023

農林漁業新規就業安心サポート事業費
道産建築材供給力強化対策事業費

道産木材保管・利用拡大等対策事業費

18,585森林活用型ワーケーション推進事業費

226,723

39,103

協同組合組織の経営の安定

安全かつ良質な水産物の安定的
な供給と水産物の競争力強化

水産資源の生育環境の保全及び環
境と調和した水産業の展開

漁業近代化資金利子補給金

森林資源の循環利用の推進

森林の整備の推進 32,619
及び保全の確保

37,298

林業の健全な発展 森林整備担い手対策推進費 109,226
緑の青年就業準備給付金事業費 115,302
北の森づくり専門学院管理費（一般・維持費） 136,962
持続的林業確立対策事業費 356,225
スマート林業構築推進事業費 12,811

林業・木材産業構造改革事業費 1,147,813
124,500

森林整備等支援事業費（木材利用） 134,399
スマート林業構築推進事業費（再掲） 12,811

山村地域における就業機会の確保等 森林整備担い手対策推進費（再掲） 109,226

23,208
木育の推進

道民の理解の促進 道民との協働の森づくり推進事業費
北海道植樹の日・育樹の日推進事業費

「北海道のmokuiku（木育）」推進事業費

林業普及指導費（義務費・維持費） 9,352
道有林野の管理運営 道有林野事業費［森林整備・管理関係］ 2,819,668
森林づくりに関する技術の向上

農林漁業新規就業安心サポート事業費（再掲） 13,068

道立の森維持運営費 189,687

道民の意見の把握等 地域森林計画編成事業費（再掲） 64,512

森林活用型ワーケーション推進事業費（再掲） 18,585

青少年の学習機会の確保 「北海道のmokuiku（木育）」推進事業費（再掲） 10,290

道有林エゾシカ緊急対策事業費
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安心して子育てできる社会の形成 公営住宅等関連事業推進費 32,810

建 設 部 施 策 概 要

（単位：千円）

北国らしい個性豊かで活力ある住まい・まちづくりの推進

道営住宅建設費 6,418,680

道営住宅維持管理費 1,810,768

れた地域で安心して暮らせる社会の形成 きた住まいる推進事業費 23,921

高齢者や障がいのある方々などが住み慣 建設リサイクル法施行費　　　 2,439

民間住宅等関連事業推進費 57,958

地域で互いに支え合うまちづくりの推進 美しい景観のくにづくり推進事業費　　　 1,784

大規模自然災害対策の推進

豊かな自然の価値・恵みの保全と次代へ 砂防事業費 3,600,450

の継承 急傾斜地崩壊防止事業費 3,890,700

屋外広告物景観指導対策費 13,343

弱性の克服 道路除雪事業費 12,635,672

総合流域防災事業費 6,877,724

火山砂防事業費 1,344,563

みどり豊かな道づくり事業費　　　　 40,900

住宅・建築物の耐震化の促進
河川環境維持補修事業費 1,447,475

河川改修事業費　　　　 21,237,900

大規模自然災害に対する北海道自らの脆 道路維持補修事業費　　　 6,007,852

ダム建設事業費 320,000

土木施設管理費 2,412,454

海岸侵食対策事業費 687,000

積雪寒冷地域機械整備事業費 1,860,000

住宅・建築物耐震改修等事業費 339,040

道路交通ネットワークの形成

連携と交流を支える総合的な交通ネット 道路交通安全施設費 9,397,200

海岸局部改良事業費 1,025,000

海岸高潮対策事業費 1,135,000

災害に強いまちづくり推進事業費 2,385

建設産業支援の取組促進

地域の安全・安心に欠かせない建設業の 建設業経営体質強化対策事業費　　　　

ワークの形成 道路改築事業費 44,380,057

道路局部改良事業費 8,775,000

都市計画街路事業費 7,147,011

都市公園の整備・維持管理・更新の推進

地域スポーツ活動の推進と環境の充実 道立都市公園整備費

11,250

振興

産業活動や暮らしを支える社会資本の戦 流域下水道事業費 1,942,800

1,726,392

道立都市公園管理費 712,206

下水道施設の整備・維持管理・更新の推進

その他

道単独事業用地対策費 4,594,393

北海道土地開発公社自主事業用地対策費 79,686

略的・効果的な整備 公共下水道事業費 837,300

庁舎等営繕費 5,181,974

ストックマネジメント推進費 30,962

地域環境保全下水道事業費補助金 52,596
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警 察 本 部 施 策 概 要

(単位：千円)

犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現

子供、女性、高齢者等の犯罪被害防止 防犯運営費 10,511

～制服を見せる街頭活動の強化～

犯罪の起きにくい社会づくり 地域警察費 29,273

少年非行防止対策費 19,666

重要犯罪等道民に不安を与える犯罪の徹底検挙 捜査運営費 26,059

凶悪犯捜査活動費 31,859

鑑識活動費 24,678

刑事警察強化費 147,897

風俗事犯取締費 1,442

生活侵害事犯取締費 6,564

暴力団の壊滅、薬物事犯の根絶等組織犯罪対策の推進 不当要求防止責任者講習会費 5,311

運転免許費 3,037,510

交通死亡事故の抑止 交通警察費 2,560,976

交通安全施設整備費 4,213,922

テロの未然防止 原子力警戒警備対策費 7,516

災害等の危機管理対策の強化 防災危機管理対策費 26,715

サイバー空間の安全の確保 サイバー犯罪対策費 3,344

道民の要望・意見の把握と誠実な対応 公安委員会費 52,637

人事管理費 820,253

警察施設費 2,056,933

厳正な規律の保持と警察活動を支える基盤の強化 装備費 2,244,395

電子計算管理費 1,355,528

被服調整費 532,842

教養費 10,220

留置管理費 174,326

健康管理費 240,550

監察費 10,454
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家庭教育支援の充実 家庭教育支援事業費 6,966

北海道ふるさと民俗芸能伝承事業費 1,803

学校と地域の連携・協働の推進 コミュニティ・スクール推進体制構築事業費 2,774
幼児教育の充実 幼児教育推進事業費 13,707

義務教育における確かな学力の 学力向上推進事業費 25,614

教　育　施　策　概　要

(単位：千円)

 ・自然豊かな北の大地で、世界を見つめ、自立の精神にあふれ、自らの夢に挑戦し、実現していく人を育む。
 ・ふるさとへの誇りと愛着を持ち、これからの社会に貢献し、共に支え合う人を育む。

社会で活きる力の育成

これからの時代に求められる 未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業費 5,479
育成 学校教育活動支援事業費 1,507

特別支援教育の充実 特別支援教育総合推進事業費 4,635
資質・能力の育成

国際理解教育の充実
特別支援学校ＩＣＴ就労促進事業費 6,100

高等学校における特別支援教育支援員配置事業費 12,110
特別支援教育パートナー・ティーチャー派遣事業費 4,431

帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費 3,235
グローバル人材育成推進事業費 8,700

小・中・高等学校英語教育支援事業費 2,521

高校生交換留学促進事業費 2,948
青少年国際交流推進事業費 1,284
北海道立学校ふるさと応援事業費 1,090

情報教育の充実 プログラミング教育事業費 869
理数教育の充実 移動理科教室運営費 2,805

豊かな人間性の育成

道徳教育の充実 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業費 25,187

取組の充実 いじめ等対策総合推進事業費 203,215
いじめ・不登校を解消する 子ども相談支援センター事業費 19,551

食育の推進 全国学校給食研究大会事業費 500

健やかな体の育成

体力・運動能力の向上 体力向上支援事業費 6,527
50,000

学びを支える家庭・地域との連携・協働

健康教育の充実 学校保健関連事業費 10,342

放課後子供教室事業費 52,526
地域学校協働活動事業費 35,429

学びのセーフティネット 公立高等学校等就学支援事業費 8,784,140
土曜日の教育支援活動事業費 3,602

学びをつなぐ学校づくりの実現

本道の地域特性等を踏まえた 遠隔授業配信機能集中化推進事業費 13,794

高校生等奨学給付金事業費 1,638,982
夜間中学等に関する検討費 137

教員の養成・採用・研修 初任段階教員研修費 127,070

高校生防災教育推進事業費 5,000

学校運営の改善
部活動改革調査研究事業費 10,050
学校部活動の総合的な支援体制構築事業費 44,109

社会教育の振興 北海道青少年フロンティアリーダー養成事業費 7,243
近代美術館リニューアルＰＦＩ事業費 9,212

特色ある高校づくり 高校生対流促進事業費

文化財の保存及び活用の推進 アイヌ文化保存対策費

新規学卒者就職対策推進費 55,587

9,341

学びを活かす地域社会の実現

生涯学習の振興 ほっかいどう生涯学習ネットワークカレッジ事業費 24,435

学校安全推進事業費 3,039
学校安全教育の充実

ＳＮＳを活用した相談事業費

地学協働活動推進実証事業費 6,865

学習指導員配置事業費 722,364

実践的職業教育推進事業費 8,859

9,313

スクール・サポート・スタッフ配置事業費 1,075,715

令和５年度全国高等学校総合体育大会準備費

子どもの人間関係づくり推進費 2,916
不登校児童生徒指導対策事業費 5,589

9,474

キャリア教育・産業教育の充実

芸術文化活動の促進

読書活動の推進 図書館関連経費 39,106

ＧＩＧＡスクールサポーター配置事業費 45,580
学校における法務相談体制構築費 2,538
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