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３ 令和４年度（2022年度） 環境生活行政の施策体系 

〇豊かで優れた自然・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 

環境影響審査制度推進事業費（環境影響審査指導費） ················ 18 

環境影響審査制度推進事業費（特定開発行為規制指導費） ·············· 18 

水道対策費（水道施設管理指導費） ························ 18 

水道対策費（水道施設指導監督費） ························ 19 

水質衛生検査費 ································· 19 

水道企業団助成費用（石狩西部広域水道企業団） ·················· 19 

水道対策費（生活基盤施設耐震化等交付金事業(水道施設分)） ············ 20 

水道対策費（生活基盤施設耐震化等交付金事業(水道広域連携推進事業費） ······ 20 

公害対策推進費（公害防止推進費） ························ 24 

大気汚染対策費 ································· 24 

石綿健康被害防止対策推進事業費 ························· 24 

化学物質対策費 ································· 25 

騒音、振動、悪臭対策費 ····························· 25 

公害対策受託調査費 ······························· 26 

水環境対策費 ·································· 26 

水環境対策費（湖沼等環境保全対策事業） ····················· 26 

水環境対策費（土壌汚染対策事業費） ······················· 27 

自然環境計画推進費（自然公園保全費） ······················ 34 

自然環境計画推進費（自然公園計画策定費） ···················· 34 

自然環境保全費（自然環境保全監視費） ······················ 35 

自然公園等整備費（自然公園美化活動推進事業費補助金） ·············· 35 

自然公園等整備事業費（維持管理費・管理費） ··················· 36 

自然公園等整備費（自然公園施設整備費） ····················· 36 

知床世界自然遺産保全対策費（知床地域自然環境保全管理費） ············ 37 

●野生動物等の適正な管

理 

自然環境計画推進費（生物多様性保全推進事業費） ················· 37 

特定生物対策推進費（動物愛護管理対策推進費） ·················· 38 

動物愛護管理推進費（動物愛護管理センター運用実証事業） ············· 38 53 

自然環境計画推進費（アライグマ根絶モデル実証事業） ··············· 40 

野生鳥獣保護管理対策費（鳥獣保護対策推進費） ·················· 40 

野生鳥獣保護管理対策費（ヒグマ対策推進費） ··················· 41 

ICT を活用したヒグマに強い地域づくり実証モデル事業 ··············· 41 

野生鳥獣保護管理対策費（狩猟免許事務費） ···················· 42 

エゾシカ対策推進事業費（エゾシカ対策推進費） ·················· 42 

エゾシカ対策推進事業費（エゾシカ指定管理鳥獣捕獲等事業費） ··········· 43 

エゾシカ対策推進事業費（エゾシカ捕獲困難地対策事業） ·············· 43 53 

エゾシカ対策推進事業費（エゾシカ有効活用推進事業費） ·············· 44 

エゾシカ対策推進事業費（エゾシカジビエ利用拡大等推進事業費） ·········· 44 

地方創生対策推進費（エゾシカ利活用による「稼ぐジビエ」マーケティングモデル創出事業費） 45 

地域づくり総合交付金（エゾシカ緊急対策交付金） ················· 45 55 

野生鳥獣保護管理対策費（高病原性鳥インフルエンザ対策事業費） ·········· 46 

鳥獣被害防止総合対策事業費【農政部】 ······················ 46 

エゾシカ森林被害防止強化対策事業費【水産林務部】 ················ 47 

道有林エゾシカ緊急対策事業費【水産林務部】 ··················· 47 

トド・オットセイ海獣類被害防止総合対策事業費【水産林務部】 ··········· 48 

 

〇環境負荷を最小限に抑えた持続可能な社会の構築 

●地球温暖化対策の推進と

環境に配慮する人づくり 

 

環境政策推進事業費 ······························· 21 

環境保全対策推進費 ······························· 21  

道民環境活動推進費（北海道環境財団補助金） ··················· 22  
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●地球温暖化対策の推進と

環境に配慮する人づくり 

 

ゼロカーボン戦略事業費（ストップ・ザ・温暖化推進事業費） ············ 50 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費（脱炭素社会に向けた行動変容促進事業費） ·· 50 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費（水素社会推進事業費） ··········· 51 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費（民生部門における再生可能エネルギー利用拡大促進

事業費） ···································· 51 

ゼロカーボン戦略事業費（地域脱炭素合意形成事業費） ··············· 52 

ゼロカーボン戦略事業費（CO２排出量の「見える化」事業費） ··········· 52 

新エネルギー導入加速化事業費【経済部】 ····················· 53 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費【経済部】 ················· 54 

道内炭層エネルギー等利活用促進事業【経済部】 ·················· 56 

ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業【経済部】 ················· 57 

森林吸収エコビジネス推進事業費【水産林務部】 ·················· 58 

クリーンラーチ幼苗安定確保対策事業費【水産林務部】 ··············· 58 

北の住まいるタウン推進事業【建設部】 ······················ 59 

きた住まいる推進事業【建設部】 ························· 59 

民間住宅関連事業（省エネルギー・低炭素に係るもの）【建設部】 ·········· 60 

脱炭素畜産技術導入推進事業費【農政部】 ····················· 60 

脱炭素社会推進事業費（フロン類管理適正化推進事業費） ·············· 64 

脱炭素社会推進事業費（気候変動適応推進事業費） ················· 64 

脱炭素社会推進事業費（道の率先行動推進事業費）   ··············· 65 

●循環型社会の形成 浄化槽設置整備事業費（浄化槽保守点検業指導費） ················· 27 

生活環境衛生費（空き缶等散乱防止対策推進事業費） ················ 27 

循環型社会推進費（循環型社会形成推進費（ＰＣＢ適正処理推進費）） ········ 28 

循環型社会推進費（３R 推進費） ························· 28 

循環型社会推進費（３Ｒ推進費（自動車リサイクル推進費）） ············ 29 

一般廃棄物対策事業費（清掃施設等指導監督費、浄化槽設置整備事業費） ······· 29 

一般廃棄物対策事業費（海岸漂着物地域対策推進事業） ··············· 29 

産業廃棄物対策事業費（産業廃棄物監視指導費）（産業廃棄物不法投棄総合対策事業費） ··· 30 

循環資源利用促進税基金積立金 ·························· 30 

循環資源利用促進事業費 ····························· 31 

リサイクル産業振興対策費【経済部】 ······················· 31 

水産系廃棄物適正処理促進事業費【水産林務部】 ·················· 32 

漁業系廃棄物リサイクル促進事業費【水産林務部】 ················· 32 

地域資源活用推進事業費（バイオマス利活用推進事業費） ·············· 61 

地域資源活用推進事業費（地域バイオマス利活用促進事業費） ············ 61 

 

〇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 

交通安全対策推進事業費（北海道交通安全推進委員会補助金） ············ 67 

交通安全対策推進事業費（交通安全指導促進事業費補助金） ············· 67 

交通安全対策推進事業費（交通死亡事故抑止対策事業費） ·············· 68 

交通安全対策推進事業費（飲酒運転根絶推進関連事業） ··············· 68 

交通安全対策推進事業費（運転免許自主返納促進事業費） ·············· 69 

交通事故対策事業費（交通事故相談所運営費） ··················· 69 

●安全で安心な地域づく

り 

地域安全推進事業費（犯罪のない安全で安心な地域づくり推進事業費） ········ 70 

地域安全推進事業費（犯罪被害者等支援推進事業費・性暴力被害者支援事業費） ···· 70 

地域安全推進事業費（暴力団排除推進事業費） ··················· 71 

学校安全対策費【教育庁】 ···························· 71 

安全・安心まちづくり事業費【北海道警察】 ···················· 72 
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●消費生活の安定と向上

の推進 

 

消費生活向上対策事業費（消費者行政推進事業費） ················· 84 

消費生活向上対策事業費（消費生活センター管理運営費） ·············· 84 

消費生活向上対策事業費（公正取引推進費） ···················· 85 

消費生活向上対策事業費（金融広報事業費） ···················· 85 

消費生活向上対策事業費（物価、消費生活モニター運営費） ············· 86 

消費生活向上対策事業費（北海道消費者協会補助金） ················ 86 

消費生活向上対策事業費（貸金業指導事業費） ··················· 87 

特定地域政策推進費（離島振興対策事業費補助金）【総合政策部】 ·········· 87 

●人権が尊重される社会

の実現 

人権啓発推進事業費（地域人権啓発活動活性化事業費） ··············· 72 

●アイヌの人たちの社会

的・経済的地位の向上 

 

アイヌ生活向上推進費（生活館整備事業費補助金）（生活環境施設改善整備事務費） ·· 104 

アイヌ生活向上推進費（アイヌ高等学校等進学奨励費） ·············· 104 

アイヌ生活向上推進費（アイヌ専修学校等進学奨励費補助金） ··········· 105 

アイヌ生活向上推進費（アイヌ高等学校通学費補助金） ·············· 105 

アイヌ生活向上推進費（就職奨励事業費補助金） ················· 105 

アイヌ生活向上推進費（アイヌ中小企業振興特別対策費補助金） ·········· 106 

アイヌ生活向上推進費（アイヌ雇用促進費補助金） ················ 106 

アイヌ協会活動促進費（アイヌ協会補助金） ··················· 106 

アイヌ住宅改良促進事業費補助金【建設部】 ··················· 107 

公共訓練費（アイヌ入校対策費）【経済部】 ··················· 107 

就職支援委託訓練費（機動訓練）【経済部】 ··················· 107 

アイヌ農林漁業対策事業費【農政部】 ······················ 108 

 

〇新たな成長産業への挑戦や研究開発の推進 

●地球温暖化対策の推進

と環境に配慮する人づ

くり（再掲） 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費（水素社会推進事業費） ··········· 51 

新エネルギー導入加速化事業費【経済部】 ····················· 53 

道内炭層エネルギー等利活用促進事業【経済部】 ·················· 56 

ゼロカーボン地域プロジェクト支援事業【経済部】 ················· 57 

省エネルギー・新エネルギー促進事業費【経済部】 ················· 54 

森林吸収エコビジネス推進事業費【水産林務部】 ·················· 58 

クリーンラーチ幼苗安定確保対策事業費【水産林務部】 ··············· 58 

北の住まいるタウン推進事業【建設部】 ······················ 59 

脱炭素畜産技術導入推進事業費【農政部】 ····················· 60 

脱炭素社会推進事業費（気候変動適応推進事業費） ················· 64 

 

〇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 地域活動振興事業費（市民活動促進センター管理運営費） ·············· 73 

地域活動振興事業費（市民活動促進費） ······················ 73 

地域活動振興事業費（地域活動推進事業費補助金） ················· 74 

北海道災害ボランティアセンター運営活性化等事業費補助金【保健福祉部】 ······ 74 

地域づくり推進費（地域力向上サポート事業費）【総合政策部】 ··········· 75 

 

〇北海道の未来を拓く人材の育成 

●青少年の健全な育成 

 

 

 

青少年健全育成促進費（青少年育成推進事業費補助金） ··············· 75 

青少年健全育成促進費（青少年非行防止特別対策事業費） ·············· 76 

青少年健全育成促進費（すこやか若人育成推進事業費） ··············· 76 

青少年健全育成促進費（青少年指導員設置費） ··················· 77 
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●青少年の健全な育成 社会教育振興費（家庭教育相談事業費）【教育庁】 ················· 77 

少年非行防止対策事業費【北海道警察】 ······················ 77 

被害少年対策費【北海道警察】 ·························· 78 

スクールサポーター委嘱費【北海道警察】 ····················· 78 

 

〇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 

 

 

男女平等参画社会づくり推進費（北海道女性協会補助金） ·············· 78 

男女平等参画社会づくり推進費（男女平等参画社会づくり推進事業費） ········ 79 

男女平等参画社会づくり推進費（女性プラザ管理運営費） ·············· 79 

女性相談援助対策事業費（女性相談援助推進費） ·················· 80 

配偶者暴力被害者支援対策費 ··························· 80 

女性相談援助センター管理費（義務的経費） ···················· 81 

男女平等参画社会づくり推進費（北の女性活躍サポート事業費） ··········· 81 

担い手育成総合推進事業費（次代を担う女性農業者の活躍サポート事業費）【農政部】 · 82 

 

〇ふるさとの歴史・文化の発信と継承 

●アイヌ文化の振興 アイヌ民族文化財団事業費補助金 ·······················    108 

アイヌ文化施設管理費（アイヌ総合センター管理運営費） ············· 108 

地方創生対策推進費（ウポポイ開設を捉えたアイヌ政策推進事業費） ········ 109 

アイヌ生活向上推進費（新型コロナウイルス対策地方創生臨時交付金） ······· 109 

文化財保存対策費（アイヌ文化保存対策費）【教育庁】 ·············· 110 

教育指導費（アイヌ教育相談員設置費）【教育庁】 ················ 110 

教育指導費（北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業）【教育庁】 ········ 110 

中小企業総合振興資金貸付金【経済部】 ····················· 111 

●北海道独自の歴史・文

化の発信と継承 

「北海道みんなの日」（愛称：「道みんの日」）活動事業費 ············· 82 

文化振興事業費（北海道博物館管理運営費） ···················· 89 

文化振興事業費（北海道博物館費（事業費、試験研究費）） ············· 89 

文化振興事業費（野幌森林公園管理費・施設整備費） ················ 89 

文化振興事業費（野幌森林公園エリア活性化・拠点化事業費） ············ 90 

文化振興事業費（オホーツク流氷科学センタ－管理運営費） ············· 90 

文化振興事業費（縄文世界遺産活用促進プロジェクト事業費） ············ 90 

文化振興事業費（北海道博物館特別展） ······················ 91 

●地域における文化・芸

術活動の振興 
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