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９ 保健医療福祉を担う基盤づくりのために 

 

 

 

 地域保健関係職員研修事業費（平成 7年度開始）「再掲」 健康安全局地域保健課 

 多様化する住民のニーズに適切に対応するために、保健所、市町村等の地域保健関係者に対し、地域保

健対策の理念を踏まえた幅広い研修を実施し、社会変化に即した知識、技術を習得させ、資質の向上を図

る。 

 ・保健所管轄別研修 

 ・保健所機能強化研修 

 ・職種別研修（医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学・作業療法士等） 

（7,808 千円） 

 

 高齢者虐待防止・相談支援センター運営事業費（昭和 63年度開始） 

「再掲」 
高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 高齢者及びその家族等の虐待相談に応じるとともに、市町村等の相談体制を支援するほか、市町村及び

介護保険施設等が実施する高齢者虐待防止（身体拘束廃止を含む。）への取組を総合的に支援する。 

  委 託 先 社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

  設置場所 かでる 2・7 2 階 

  開 設 日 月曜から金曜 

  高齢者虐待防止対策業務（施設における身体拘束廃止を含む。） 

   ① 相談業務 

   ② 高齢者虐待防止推進委員会（高齢者虐待防止推進部会・身体拘束ゼロ作戦推進部会）の設置 

   ③ 高齢者虐待防止に関する調査の実施 

   ④ 高齢者虐待防止研修会の実施 

   ⑤ 情報提供・広報活動 

   ⑥ 情報収集 

   ⑦ 情報ネットワーク 

（19,180 千円） 

 

 広域相談支援体制整備事業費（平成 21年度開始）「再掲」 福祉局障がい者保健福祉課 

 障がい保健福祉圏域に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等の構築や地域生活

への移行に向けた地域づくりに関する助言・調整等を行う。 

 〔配置〕地域づくりコーディネーター：21 障がい保健福祉圏域 

（114,072 千円） 

 

 

 

利用者の視点に立った相談体制などの仕組みづくり 
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 医務指導監視費（昭和 23 年度開始）「再掲」 地域医療推進局医務薬務課 

 医療提供体制の確保等を図るため、医療法に基づき病院・診療所の開設許可、使用検査及び医療監視等

を行う。 

（2,921 千円） 

 

 薬務指導監視費（昭和 23 年度開始）「再掲」 地域医療推進局医務薬務課 

（１） 医薬品等指導監視費 17,668 千円 

医薬品等の品質確保を図るため、医薬品医療機器法に基づく許可事務や立入検査及び無承認無許

可医薬品の買上検査等を行う。 

（２） 毒物劇物指導監視費 2,852 千円 

毒物及び劇物による危害防止を図るため、毒物及び劇物取締法に基づく登録事務や立入検査等を

行う。 

（３） 血液製剤指導監視費 50 千円 

輸血用血液製剤の品質確保を図るため、採血業者に対する立入検査や輸血用血液製剤の抜取検査

を行う。 

（４） 有害家庭用品規制指導監視費 725 千円 

家庭用品による事故防止を図るため、有害物質を含有するおそれのある家庭用品の試買検査を行

う。 

（５） 医薬品等情報提供推進費 2,416 千円 

道民の薬に対する正しい知識の普及や適正使用の推進を図るとともに、医薬品成分を含有する健

康食品等による健康被害の発生を未然に防止するため、「ほっかいどう・おくすり情報室」を設置

し、総合的な情報提供及び相談を行う。 

     委 託 先 一般社団法人北海道薬剤師会 

（23,711 千円） 

 

 介護保険事業者等指定・指導事業費（平成 12年度開始）「再掲」 高齢者支援局高齢者福祉課 

 介護保険法に基づき、居宅サービス事業者等の指定等を行い、円滑なサービス提供体制の確保を図ると

ともに、指定した居宅サービス事業者等に対して、適正な事業の運営が行われるよう指導監督を実施する。 

（１） 居宅サービス事業者等の指定等及び事業者等情報の管理 

（２） 総合振興局（振興局）職員を対象とした指導監督担当職員会議の開催 

（３） 居宅サービス事業者等を対象とした指導監督の実施 

（17,284 千円） 

 

 障害者自立支援給付事業者指定・指導事業費（平成 18 年度開始）「再掲」 福祉局障がい者保健福祉課 

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス事業者の指定を行い、円滑なサービス提

供体制の確保を図るとともに、指定した障害福祉サービス事業者等に対して適正な事業の運営が行われる

よう指導監督を実施する。 

（１） 障害福祉サービス事業者等の指定及び事業者等情報の管理 

（２） 総合振興局（振興局）職員を対象とした指導監督担当者会議の開催 

（３） 障害者福祉サービス事業者等を対象とした指導監督の実施 

（5,725 千円） 
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 救急医療情報システム事業費（昭和 61年度開始）「再掲」 地域医療推進局地域医療課 

 救急医療及び災害時の医療対応等に必要な情報の収集・提供を迅速かつ的確に行うため、救急医療機関・

消防機関・情報案内センターなどをインターネットで結ぶ総合的な医療情報ネットワークシステムの整備

運営を行う。 

（132,298 千円） 

 

 医療機能情報公表制度運営費（平成 19年度開始）「再掲」 地域医療推進局医務薬務課 

 住民・患者による病院、診療所、助産所及び薬局等の適切な選択を支援するため、医療機関等から提出

された情報を取りまとめ、住民・患者に対し分かりやすい形で提供（インターネット等により公表）を行

う。 

（9,996 千円） 

 

 介護サービス情報開示支援事業費（平成 17 年度開始）「再掲」 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 利用者が介護サービス事業者を選択するのに必要な情報を円滑かつ容易に取得できる環境整備を図り、

効果的に情報の活用が図られるよう、事業者や利用者等に制度の趣旨や内容について普及を図る。 

（23,510 千円） 

 

 女性と子どもの健康支援対策事業費（平成 23年度開始）「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

（１） 女性の健康サポートセンター事業 

女性特有の様々な健康上の課題に対応できるよう、相談体制や普及啓発の充実を図るとともに、

関係機関のネットワーク化をすすめ、総合的な母子保健対策の推進を図る。 

     事業内容 相談対応、ネットワークの推進（思春期保健対策、関係者研修等、母子保健推進活

動事業、長期療養児療育指導事業）、妊娠・出産包括支援の推進 

（２） 不妊専門相談センター事業 

    「不妊専門相談センター」を設置し、不妊に悩む夫婦からの相談に適切に対応する。 

     委 託 先 旭川医科大学 

（３） 受胎調節実地指導員指定等事務費（母体保護相談事業） 

    母体保護法に基づき、受胎調節実地指導員の指定及び指定証、標識の交付を行う。 

（４） ＨＴＬＶ－１母子感染対策事業 

 国の「ＨＴＬＶ－１総合対策」に基づき、母子感染対策協議会を設置するとともに、保健所にお

ける相談検査体制や関係機関との連携によるＨＴＬＶ－１の感染予防や啓発等に取り組む。 

（2,829 千円） 

 

 新生児聴覚検査体制整備事業（平成 23年度開始）「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 聴覚障がいの早期発見・早期療育が図られるよう、新生児聴覚検査に係る協議会の設置等により、推進

体制の整備を行う。 

（271 千円） 
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 道立看護学院養成費・維持運営費（昭和 44 年度開始） 地域医療推進局医務薬務課 

 看護職員の不足緩和を図るため、道立看護学院を設置・運営し、看護職員の養成を行う。 

  設置か所 3か所（旭川、紋別、江差） 

（185,638 千円） 

 

 施設設備整備費（保健所）（昭和 23 年度開始） 健康安全局地域保健課 

 保健所機能の充実を図るための施設設備の整備に要する経費。 

（6,367 千円） 

 

 維持管理費（保健所）（昭和 23年度開始） 健康安全局地域保健課 

 全道に設置している 26 保健所（14 支所）の維持管理に要する経費。 

（96,818 千円） 

 

 維持運営費（衛生研究所） 感染症対策局感染症対策課 

 衛生研究所の維持管理に要する経費。 

（322,722 千円） 

 

 すべての人にやさしいまちづくり推進事業費（平成 3年度開始） 福祉局地域福祉課 

 高齢者、障がい者、妊産婦をはじめ、すべての人々が道立施設を安全かつ円滑に利用できるよう施設・

設備の改善を図る。 

事業内容 車いす使用者用駐車施設の整備やバリアフリートイレの設置 

その他のバリアフリー化整備 

（39,000 千円） 

 

 道立病院の経営（道立病院局計上） 道立病院局 

 道立病院が地域に必要な医療を継続して提供していくことができるよう、「北海道病院事業改革推進プ

ラン」（計画期間：令和 3年度～令和 7年度）に基づき、医療従事者の確保対策や経営の効率化、他の医療

機関との連携強化などの取組を通じ、経営改善を進めながら、地域における安定的で継続した医療提供体

制の構築を図る。 

  業務予定量等 

①  病院数  6 病院 

    ② 病床数  876 床 

③ 年間取扱延患者数  入院 110,034 人、外来 204,162 人 

予 算 額 18,800,722 千円 

内

訳 

病院事業費用 

資本的支出 

16,444,572 千円 

2,356,150 千円 

地域に期待される道立施設の安定的な運営に向けた体制づくり 
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財        源  17,882,404 千円 

内

訳 

病院事業収益 

資本的収入 

 16,133,782 千円 

 1,748,622 千円 

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 607,528 千円は、当年度分損益勘定留保資金 607,528

千円で補塡するものとする。 

 

 

 医療型障害児入所施設改築事業（平成 27 年度開始） 福祉局障がい者保健福祉課 

 旧旭川肢体不自由児総合療育センターの解体工事を実施する。 

（597,875 千円） 

 

 

 

 児童虐待防止対策等推進事業費（平成 13 年度開始）「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

「未然防止、早期発見・対応」、「適切な保護・支援」、「児童相談体制強化」の観点による施策により、

複雑・多様化する児童虐待問題への対応を図る。 

（１）  未然防止、早期発見・対応 

   ① 子どもの安全・安心ネットワーク推進事業 3,738 千円 

要支援家庭への支援の重層化を図るとともに、要保護児童対策地域協議会への関与などによ

り、子育てに優しい地域づくり及び虐待予防体制の充実を図る。 

   ② 児童虐待専門研修の実施  996 千円 

地域における関係機関の職員等を対象とした児童虐待の事例検討と専門家招聘による児童家

庭相談等に関する研修及び施設における基幹的職員を養成するための研修を実施する。 

   ③ 要保護児童対策連絡協議会の設置 96 千円 

関係機関相互の情報交換や協議等を行う連絡協議会を設置する。 

④ 児童虐待対応プロジェクトチームの設置 406 千円 

弁護士や医師等の専門的見地から困難ケースの援助方策の提言を行うプロジェクトチームを

各児童相談所に設置する。 

   ⑤ 子ども未来づくり市町村支援総合相談・研修事業 425 千円 

児童福祉法等の改正に伴い、平成１７年４月より児童家庭相談に関する業務等を行うこととさ

れた市町村の児童相談体制整備や技術的支援を行う。 

   ⑥ 児童虐待法的対応機能・医療的対応機能強化事業  7,972 千円 

児童相談所が行う児童虐待に関する業務を円滑に行うため、弁護士による法的支援及び医師に

よる医学的判断・治療等を実施する。 

（２）  適切な保護・支援  

   ① 里親養育包括支援事業 30,386 千円 

    ・ 里親制度普及促進事業 

養育里親及び専門里親の認定・登録及び更新を希望する者に対し、子どもの養育に必要な知

識と子どもの状況に応じた養育技術を身につけるための研修を実施する。 

総合的な児童虐待防止対策 
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また、里親の資質向上のための研修、相談・援助など、関連事業を北海道里親会連合会に委

託して実施する。 

    ・ 里親委託推進・支援等事業 

里親委託の推進や里親支援等を円滑に進めるため里親推進等検討会を設置するほか、里親の

負担を軽減するための里親相互の相談援助や交流の促進など里親家庭に対して子どもの養育

に関する支援を行う。 

また、委託里親の交流や委託児童の自立支援及び里子の安心な養育環境を整備するため関連

事業を北海道里親会連合会に委託して実施するとともに、里親支援専門相談員を配置する児童

養護施設等に委託し、未里親里親や養育経験の少ない里親へのトレーニングを実施する。 

里親のリクルート及びアセスメント、登録前・後及び委託後における里親に対する研修、子

どもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援に至るまでの一貫した里親養育支援に関する

相談・支援を総合的に実施する。 

   ② 児童家庭支援センター運営事業 70,631 千円 

虐待や非行等、児童の福祉に関する問題について相談に応じる児童家庭支援センターを全道８

か所で運営(委託)する。 

   ③ ふれあい心の友訪問等援助事業 59 千円 

児童福祉司等の助言・指導のもと、大学生等をひきこもり、不登校児童の家庭に派遣し当該児

童とのふれあいなどを通じて福祉の向上を図る。 

   ④ 一時保護所学習支援事業 2,147 千円 

     一時保護児童の学習権の保障、学習支援の充実を図るため、学習支援員により学力に応じた学

習支援を実施する。 

   ⑤ 未成年後見人支援事業 2,171 千円 

未成年後見人が必要とする報酬、及び未成年後見人と被後見人が加入する損害保険料を助成す

ることで、未成年後見人の確保と児童等の日常生活の支援や福祉の向上に資することを目的とす

る。 

（３）  児童相談体制強化  

① 児童相談所カウンセリング体制の強化 3,909 千円 

児童相談所において保護者等に対するカウンセリングを効果的に実施するため、精神科医等の

協力により体制の整備を図るとともに、道内・外の専門機関による研修を受講するなど、児童相

談所職員の専門スキルの向上を図る。 

② 児童虐待対応基盤整備 23,591 千円 

急増する児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、各児童相談所に公用車等の各種備品を整備

する。 

③ 児童相談所保護機能・虐待通告対応機能強化事業 14,075 千円 

一時保護児童に対する学習支援などの保護機能の強化と緊急の児童虐待通告に対応するため

各児童相談所に一時保護(虐待通告)対応協力員を配置する。 

④ 児童相談所職員専門研修 18,593 千円 

児童虐待事案をはじめとする様々な困難事案に迅速かつ適切に対応できる職員を育成し、児童

相談所の体制強化を図る。 

（179,195 千円） 
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ＳＮＳ相談委託事業費（令和４年度開始）新 「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 児童虐待防止に向けて、子どもや家庭がより相談しやすくなるよう、厚生労働省が開発するＳＮＳを活

用した全国統一の相談支援システムによる相談対応等を実施する。 

（11,330 千円） 

 

 児童相談所及び一時保護所費（昭和 23年度開始）「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 児童に関する相談に応じるとともに、判定、指導等を行うため、児童相談所を設置、運営する。 

① 養護、ぐ犯行為、肢体不自由、知的障がい等の問題についての相談 

② 医学的、心理学的、教育学的、社会的診断 

③ 必要な調査及び指導 

④ 一時保護 

⑤ 施設入所等の措置 

   設置箇所 8 か所 

   設置場所 札幌市、函館市、旭川市（分室－稚内市）、室蘭市(分室-苫小牧市)、 

           釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市 

（644,872 千円） 

 

児童福祉施設管理費（令和３年度開始）「再掲」 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 児童相談所の狭隘化及び老朽化の状況を踏まえ、計画的に児童相談所の改修・増築工事を実施する。 

（794,269 千円） 
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１０ 制度の長期的な安定のために 

 

 

 

 国民健康保険基盤安定対策費負担金（昭和 63年度開始）道 健康安全局国保医療課 

 国民健康保険の被保険者の保険料（税）負担の緩和及び国民健康保険事業の基盤の安定化を図るため、

低所得者の保険料（税）軽減相当額及び低所得者の数、未就学児の数に応じて国民健康保険の財政状況そ

の他の事情を勘案して算定した額に対して交付する。 

  交 付 先 市町村 

  負担区分 保険料(税)軽減分 道 3/4、市町村 1/4 

       保険者支援分 国 1/2、道 1/4、市町村 1/4 

       未就学児の均等割保険料（税）軽減分 国 1/2、道 1/4、市町村 1/4 

（19,420,157 千円） 

 

 国民健康保険財政安定化基金積立金（特別会計）（平成 27 年度開始） 健康安全局国保医療課 

 平成 30 年度から国民健康保険の財政運営を都道府県が担うことに伴い、予期せぬ給付増や保険料収納

不足により財源不足となった場合に備え、財政安定化基金を設置する。 

（3,244,279 千円） 

 

 国民健康保険運営協議会運営事業費（特別会計）（平成 28 年度開始）道 健康安全局国保医療課 

 国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、設置する。 

（1,136 千円） 

 

 国民健康保険保険給付費等交付金（特別会計）（平成 30 年度開始） 健康安全局国保医療課 

 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律第 75条の 2に基づき、

市町村等に対して交付する。 

  交 付 先 市町村、広域連合 

  交付内容 [普通交付金] ・保険給付費分 

       [特別交付金] ・国特別調整交付金分 

              ・都道府県繰入金分（２号分） 

              ・特定健康診査・保健指導負担金分 

              ・保険者努力支援制度分 

（390,759,601 千円） 

 

 

 

 

 

国保の都道府県単位化による国保制度の安定的な運営 
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 保険者努力支援事業費（特別会計）（平成 30 年度開始） 健康安全局国保医療課 

 国保の都道府県単位化に伴い、道も保険者の一員として、広域的に市町村の医療費の適正化を図る上で

必要な支援を行い、道内全体の医療費の適正化を図る。 

事業内容 収納率向上アドバイザーの派遣、KDB データの活用による医療費データの分析、広域的な

レセプト二次点検の実施など 

（493,658 千円） 

 

 道国保ヘルスアップ支援事業費（特別会計）（平成 30 年度開始） 健康安全局国保医療課 

 国が抜本的に強化した保険者努力支援制度を活用し、予防・健康づくりを推進するために、効果的・効

率的な保健事業につながるデータベースの構築や人材育成を図る。 

  事業内容 医療関係機関からの受診勧奨や各種広告等の普及啓発を相互に連動させた特定健診受診率

の向上に資する事業の実施、かかりつけ医で実施された検査等結果データのうち、特定健

診の基本健診項目をすべて満たす結果データを受領し、特定健診結果データとして活用す

る事業の実施、地域の健康課題を把握し、地域職域連携等による保健事業の企画・立案・

効果検証を行うための支援の実施 等 

（200,000 千円） 

 

 

 

 介護保険給付費負担金 道 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 介護保険制度における介護給付及び予防給付に要する費用について、介護保険法第 123 条に基づき市町

村に対し費用を負担する。 

  負担割合 保 険 50％（第 1 号被保険者 23％、第 2号被保険者 27％） 

       公 費 50％（国定率負担：居宅 20％・施設 15％、国調整交付金 5％、 

              道：居宅 12.5％・施設 17.5％、市町村 12.5％） 

（69,438,090 千円） 

 

 介護保険財政安定化基金積立金 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 市町村の保健財政における第 1 号被保険者の保険料の未納や給付費の見込み誤り等による財政不足につ

いて、資金の貸付、交付を行うため、財政安定化基金を設置する。 

（24,124 千円） 

 

 介護保険料軽減負担金（平成 27年度開始）道 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 介護保険制度における世帯非課税に対する 1 号保険料軽減に要する費用について、介護保険法第 124 条

の 2の規定により、市町村に対し費用を負担する。 

  負担区分 国 1/2、道 1/4、市町村 1/4 

（2,252,765 千円） 

医療費の適正化等に向けた取組 

介護保険の安定的な運営に向けた環境づくり 
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 介護給付費・訓練等給付費負担金（平成 18 年度開始）「再掲」 福祉局障がい者保健福祉課 

 障害者総合支援法に基づき、障がい者が利用する障害福祉サービス費用に対して市町村が行う給付への

負担を行う。 

  負担区分 国 1/2、道 1/4、市町村 1/4 

（43,119,513 千円） 

 

 

 

 後期高齢者医療給付事業費負担金 道 健康安全局国保医療課 

 （昭和 48 年 1 月国の制度開始…昭和 58 年 2月新制度へ移行…平成 20 年 4 月新制度へ移行） 

 後期高齢者医療制度に加入する 75 歳以上の方及び 65 歳以上 75 歳未満で、一定の障がいのある方の医

療費に要する経費を負担する。 

  交 付 先 北海道後期高齢者医療広域連合 

  負担割合 公費 5 割（国：道：市町村＝4:1:1） 

       支援金 4 割 

       保険料 1 割 

（71,082,336 千円） 

 

 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（平成 20年度開始）道 健康安全局国保医療課 

 後期高齢者医療制度の被保険者の保険料負担の緩和を図るため、低所得者及び被用者保険の被扶養者で

あった者に対して行う保険料の軽減措置相当額に対して負担する。 

  交 付 先 市町村 

  負担割合 道 3/4、市町村 1/4 

（15,457,029 千円） 

 

 後期高齢者医療制度高額医療費支援事業費負担金 

（平成 20年度開始）道 

健康安全局国保医療課 

 高額医療の発生に伴う北海道後期高齢者医療広域連合の財政リスクの緩和を図るため、一定額を超える

医療費のうち保険料で賄う部分について負担する。 

  交 付 先 北海道後期高齢者医療広域連合 

  交付対象額 80 万円を超える医療費 

  負 担 割 合 国 1/4、道 1/4、北海道後期高齢者医療広域連合(保険料)1/2 

（4,925,199 千円） 

 

 後期高齢者医療財政安定化基金積立金（平成 20 年度開始） 健康安全局国保医療課 

 見込みを上回る給付費増や保険料未納による財源不足及び保険料の増加抑制に対し、北海道後期高齢者

医療広域連合に交付・貸付を行うための財政安定化基金を設置する。 

（202 千円） 

 

後期高齢者医療制度の安定的な運営 
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 高齢者の医療の確保に関する法律施行事務費 道 健康安全局国保医療課 

 （昭和 57 年度開始…平成 20 年 4 月新制度へ移行） 

 後期高齢者医療の適正化に向けた取組を行い、後期高齢者医療費対策の推進を図る。 

  事業内容 レセプト点検実地助言等、後期高齢者医療事務技術的助言等、後期高齢者医療事務担当職

員会議の開催、後期高齢者医療受給資格障害認定 

（5,610 千円） 

 



１１ 新型コロナウイルス感染症に関する対策 

 

- 145 - 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために 

  

 

 

 医療従事者等派遣事業（令和２年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

健康安全局地域保健課 

新型コロナウイルス感染症に対応するため、クラスター発生地域等への医療従事者の派遣に係る支援を 

行う。 

（１）  新型コロナウイルス感染症医療チーム等派遣事業 173,869 千円 

医療提供体制等の確保を目的とした医療チーム及び搬送体制の整備を目的とした患者搬送コー

ディネーターを派遣した所属機関に対し、派遣に係る費用を負担する。 

（２）  緊急的代替薬剤師派遣事業 13,526 千円 

    新型コロナウイルスに感染した薬剤師が勤務する医療機関等に対する代替薬剤師の派遣に要する    

   経費を補助する。 

（３）  看護師応援派遣支援事業 138,869 千円 

    感染者が発生した病院等への看護師の応援派遣に対する支援を行う。 

（４）  重症者対応体制確保事業 18,974 千円 

    重症患者を受け入れている医療機関へ専門性の高い医療機器（人工呼吸器や体外式膜型人工肺等）

を扱える専門の医療従事者チームを派遣する。 

（５）  感染症対策専門家派遣事業 57,020 千円 

   集団感染が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、感染症対策に係 

  る専門家を派遣し、現場での情報共有、感染管理指導などについて技術的支援を行う。 

（418,528 千円） 

 

 保健所体制強化事業費（令和３年度開始） 拡充 感染症対策局感染症対策課 

健康安全局地域保健課 

保健所の即応体制の維持と過重となっている業務の負担軽減等を図るため、各種取組を実施する。 

（１）  即応体制 

    保健所が担う患者調査や搬送業務等の対応力・機能性を確保 

（２）  業務の効率化・負担の軽減 

    拡大する保健所等の役割に効率的に対応できる人員等を確保 

（３）  対応力の強化 

   初動対応や平時の予防対策、リスクマネジメント等の研修を実施 

   （1,854,505 千円） 

 

 

 

 

検査・医療提供・療養体制やワクチン接種の充実強化 
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 保健所健康危機管理体制強化事業費（令和４年度開始）新 

健康安全局地域保健課 

感染症対策局感染症対策課 

高齢者支援局高齢者保健福祉課 

保健所の健康危機管理体制の強化を図るため、保健所業務の一部を委託する。 

（１）  特定疾患治療研究事業等事務協働推進事業 

    医療受給証等交付申請審査認定事務等を委託 

（２）  ＨＩＶ検査委託 

    ＨＩＶ検査業務を委託 

（３）  認定調査員等研修事業 

   要介護認定を行う認定調査員等研修業務を委託 

   （49,903 千円） 

 

 感染症医療提供体制整備事業費（令和２年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

発熱者等診療・検査医療機関や新型コロナウイルス感染症患者入院受入病院等の体制整備に要する経費 

を補助する。 

（１）  発熱者等診療・検査医療機関等設備整備 

    補助先 発熱者等診療・検査医療機関、ＰＣＲ検査センター 

    補助率 10/10（国 10/10） 

（２）  入院受入医療機関設備整備 

    補助先 入院受入医療機関 

    補助率 10/10（国 10/10） 

（３）  重点医療機関等設備整備 

    補助先 重点医療機関等 

    補助率 10/10（国 10/10） 

（6,299,294 千円） 

 

 感染症検査機器整備事業費（令和２年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

感染拡大の中にあっても、地域の医療提供体制を守り、確保する観点から、医療機関・検査機関におけ

る検査体制の拡充を図るため、検査機器の購入費用を補助する。 

補 助 先 発熱者等診療・検査医療機関、入院受入医療機関、民間検査機関 

補 助 率 10/10（国 10/10） 

（1,114,560 千円） 

 

 相談窓口設置経費（令和２年度開始）拡充 感染症対策局感染症対策課 

 道民の不安や疑問を解消するため、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を整備する。 

（1,158,378 千円） 
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 ＰＣＲ検査センター設置事業費（令和２年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、検査体制を整備するため、地域外来・検査センター（Ｐ

ＣＲ検査センター）を設置・運営する。 

（854,895 千円） 

 

 感染症病床確保促進事業費（令和２年度開始）拡充 感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症患者の受入れ医療提供体制を整備するため、重点医療機関等が実施する入院

病床の確保に伴う経費への補助を行う。 

（127,961,839 千円） 

 

 軽症者等宿泊施設借上事業費（令和２年度開始）拡充 感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が療養する宿泊施設の借り上げ等の宿泊療養体制を整備する。 

（23,192,667 千円） 

 

 医療従事者宿泊支援事業費（令和２年度開始）拡充 感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症患者の対応のため、医療従事者の業務が深夜に及んだ場合、若しくは基礎疾

患を有する家族等と同居しており、帰宅することが困難である場合などに要する宿泊経費の助成を行う。 

（359,814 千円） 

 

 感染疑い患者受入医療機関設備整備事業費（令和２年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する救急医療、周産期医療、小児医療のいずれかを担う医療

機関の感染防止対策経費の助成を行う。 

（2,767,130 千円） 

 

 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 

（令和２年度開始）  

感染症対策局感染症対策課 

 国及び市町村・医療機関等の連携のもとでワクチン接種を適切に行うため、広域調整を担う道として必

要な体制を整備する。 

（135,271 千円） 

 

 感染症検査助成等事業費（令和２年度開始）拡充 感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症に係る、いわゆる行政検査のうち、医療機関や民間検査機関等に委託して実

施する検査に必要な費用について、公費により負担する。 

（3,028,730 千円） 

 

 自宅療養者等支援事業費（令和３年度開始）拡充  感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する健康観察等の体制確保のため、道や保健所設置市に

おける体制整備や各種資機材等を整備する。 

（20,476,378 千円） 
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 新型コロナウイルスワクチン集団接種促進事業費 

（令和３年度開始）  

感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルスワクチンの集団接種を促進するため、市町村に対し、時間外・休日の集団接種会場

への医療従事者派遣に要する経費を補助する。 

補助先 市町村 

補助率 10/10 以内 

（1,526,500 千円） 

 

 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費 

（令和３年度開始） 

感染症対策局感染症対策課 

 病院や診療所で実施する新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するための支援を実施する。 

（12,846,967 千円） 

 

 新型コロナウイルスワクチン職域接種促進事業費 

（令和３年度開始） 

感染症対策局感染症対策課 

 企業・大学等で実施する新型コロナウイルスワクチンの職域接種を促進するための支援を実施する。 

補助先 企業・大学等 

補助率 10/10 以内（職域接種会場における総接種回数×1,500 円） 

（305,894 千円） 

 

ＰＣＲ等検査無料化推進事業費（令和３年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

 感染拡大時などに道の要請に基づいて実施するＰＣＲ等検査無料化の取組を支援するため、各検査実施

事業者が行う検査無料化に要する経費等への補助を行う。 

  補助先 医療機関・薬局等 

 補助率 10/10 以内 

（14,168,285 千円） 

 

衛生研究所試験研究費（昭和 46 年度開始）拡充「再掲」 感染症対策局感染症対策課 

（１） 地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、北海道における科学的か 

つ技術的中核機関として、関係行政部局及び保健所等と緊密な連携の下、調査研究、試験検査、 

研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行う。 

（１） ゲノム解析に係る研究を実施すること及び感染症検査に係る研修等を実施することで、新型コロ 

ナウイルス感染症及びその他新興・再興感染症に対応できる体制を整備する。 

（26,912 千円） 

 

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費

（令和２年度開始） 

感染症対策局感染症対策課 

 新型コロナウイルス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、感染防護具の配布を行う。 

（45,100 千円） 
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 感染症医療費 拡充 「再掲」 感染症対策局感染症対策課 

 感染症法に基づき、入院する患者の医療費の自己負担分等に対して公費により負担する。 

（820,704 千円） 

 

 医療機関再開等支援事業 （令和２年度開始） 地域医療推進局医務薬務課 

 コロナウイルス感染症により、休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関に対し、HEPA フィルター付

き空気清浄機や消毒経費を補助する。 

（14,460 千円） 

 

 薬局再開等支援事業費 （令和２年度開始） 地域医療推進局医務薬務課 

 薬剤師が新型コロナウイルスに感染し、休業を余儀なくされた薬局に対し、業務の再開・継続に必要な

経費を補助する。 

（753 千円） 

 

 妊産婦総合対策事業費 （令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 新型コロナウイルスに感染した妊産婦への相談支援や感染症流行下における妊婦への分娩前のウイルス

検査に要する経費に対する補助を行う。 

（１） ウイルスに感染した妊産婦に対する寄り添い型支援 

感染した妊産婦に対し、退院後、不安や孤立感の解消など寄り添ったケア支援を実施する。 

（２） 不安を抱える妊婦への分娩前のウイルス検査 

不安を抱える妊婦が、かかりつけ産婦人科医と相談し、本人が希望する場合に分娩前にウイルス検 

査を受けるための費用を補助する。 

 補助先  検査を受けた妊婦 

 補助率  10/10（国 1/2） 

（6,933 千円） 

 

 看護職員等処遇改善事業（令和４年度開始）新 地域医療推進局医務薬務課 

 新型コロナウイルス感染症への対応など、最前線で働く看護職員の処遇改善に取り組む医療機関を支援

する。 

 補 助 先 医療機関 136 施設 

  補 助 率 10/10 

（1,266,749 千円） 

 

 

 感染症予防費負担金 「再掲」 感染症対策局感染症対策課 

 感染症法に基づき、市町村が実施する感染症まん延防止のための消毒作業に要する経費に対して負担す

る。 

（44,580 千円） 
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 介護サービス提供基盤等整備事業費 （令和 2年度開始）拡充 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、介護施設等が実施する設備の整備に対して補助する。 

（１） 簡易陰圧装置設置経費支援（継続） 246,240 千円 

介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧

を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等への簡易陰圧装置の設置を支援

する。 

（２） 高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備 1,149,500 千円 

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備する際の経費について支援す

る。 

（３） 多床室の個室化に要する改修費支援 261,140 千円 

介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑わ

れる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修経費を支援する。 

補 助 先  市町村及び施設等設置者 

補 助 率  10/10（基金） 

（1,553,428 千円） 

 

社会福祉施設等感染者発生施設対策事業費（令和２年度開始） 福祉局地域福祉課 

集団感染が発生した介護施設等への介護職員の応援派遣や、サービスを継続して提供するために必要な

経費に対する支援を行う。 

（533,068 千円） 

 

 社会福祉施設等感染防止対策経費 （令和 2年度開始） 福祉局地域福祉課 

 児童養護施設及び保護施設において、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を徹底した上で、サービ

スを提供するために必要なかかり増し経費に対する補助及び緊急時に社会福祉施設等へ配布する衛生用品

の備蓄に要する経費。 

 補助先：児童養護施設及び保護施設 

 補助率：定額 

（195,854 千円） 

 

児童一時保護感染拡大防止体制強化事業費 （令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 保護者が新型コロナウイルス感染症により養育困難となった子どもの感染症対策や健康管理など適切な

対応を講じた一時保護体制を整備する。 

（21,141 千円） 

 

 児童福祉施設等相談窓口設置事業費 （令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 児童養護施設や保育所等において適切な感染防止対策を行えるよう、感染症専門家による施設職員向け

の研修会の実施や相談窓口を設置する。 

（1,344 千円） 

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 
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 特別保育事業推進費補助金 （令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 道内の認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施

するためのかかり増し経費を補助する。 

（56,255 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

看護師等養成所実習補完支援事業費補助金（令和２年度開始） 地域医療推進局医務薬務課 

 看護師等養成施設において、臨地実習が中止されていることから、学内演習で同等の知識と技能を習得

するために必要な実習機材等の支援を行う。 

 補助率 10/10 

（26,846 千円） 

 

学校等における感染症対策等支援事業費（令和２年度開始） 

 道立学校において、感染症対策に必要な保健衛生用品や学習の保障に必要なＩＣＴ機器等を整備する。 

（601,650 千円） 

社会教育施設感染症対策事業費（令和２年度開始） 教育庁 

 道立の社会教育施設における感染症予防・拡大防止のため、消毒液等の保健衛生用品等を整備する。 

（4,215 千円） 

特別支援学校スクールバス感染症対策事業費（令和２年度開始） 教育庁 

 道立特別支援学校における児童生徒の感染症リスクを低減するため、スクールバスの増便を行い、車内

の過密状態を緩和する。 

（89,555 千円） 

幼児感染防止対策経費（令和２年度開始） 教育庁 

 道内の公立幼稚園において感染症対策の強化を図るため、保健衛生用品購入等に係る経費を補助する。 

  補 助 先 公立幼稚園 

  補 助 率 国 1/2、設置者 1/2 

  補助基準額 定員 19 人以下 300 千円 

        定員 20～59 人 400 千円 

        定員 60 人以上 500 千円 

（9,400 千円） 

学校等における感染リスクの低減 
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 こころの健康ＳＮＳ相談事業費（令和３年度開始） 福祉局障がい者保健福祉課 

 新型コロナウイルス感染症の流行により心労を抱えた人に対応するため、コミュニケーションが苦手な

方でも安心して気軽に相談できるＳＮＳを活用した相談事業を実施する。 

（23,933 千円） 

 

 

高齢者通いの場ＩＣＴ普及推進事業費 （令和４年度開始）新 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

新型コロナ禍において、感染の不安から「通いの場」の利用を控えている高齢者に、ＩＣＴを活用した 

健康確認や体操等の実施など、新たに構築した「通いの場」の代替となる支援モデルを展開する。 

（2,734 千円） 

 

 

 生活困窮者自立支援事業費（住居確保給付金）  福祉局地域福祉課 

休業等に伴う収入減少により、住居を失うおそれが生じている者に対して給付金を支給する。 

 

区分 内容 

支給要件 
・離職・廃業後２年以内の者 

・給与等を得る機会が当該個人の責によらず減少し、離職等と同程度の状況の者 

支給期間 原則３ヶ月（延長可） 

費用負担 国 3/4、道 1/4 ※町村区域のみ対象 
 

（17,284 千円） 

 

 

 

 地域自殺対策緊急強化事業費 （令和２年度開始） 福祉局障がい者保健福祉課 

 民間相談機関において、感染予防のために人員を縮小している一方、新型コロナウイルス感染症関係の

相談が急増していることから、自殺相談体制の強化に対する支援を行う。 

 補 助 先 民間団体 

 補 助 率 10/10（国 1/2、道 1/2） 

（1,144 千円） 

 生活福祉資金貸付事業費補助金（令和２年度開始） 福祉局地域福祉課 

 北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の特例貸付に必要な貸付原資及び事務費の補助を行う。 

・緊急小口資金：感染症の影響による休業等に伴い、生計維持のため緊急かつ一時的な貸付が必要な世

帯への貸付 

・総合支援資金：感染症の影響による失業等に伴い、日常生活の維持が困難な世帯への貸付 

（62,787,451 千円） 

社会生活の継続と安心の確保 
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 地域子ども・子育て支援事業費（令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 放課後児童健全育成事業や地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・子育て支援事業において新型コ

ロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費等を補助す

る。 

（365,920 千円） 

 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費

（令和 3年度開始） 

福祉局地域福祉課 

 生活福祉資金特例貸付の総合支援資金まで終了した世帯等であって、一定の要件を満たす生活困窮世帯

に対する支援を行う。 

（106,406 千円） 

 児童相談体制強化事業費 （令和２年度開始） 子ども未来推進局子ども子育て支援課 

 児童相談所に児童家庭相談事務補助員を配置し、子どもの安全確認体制を強化するとともに、感染症対

策を講じた相談支援環境を整備する。 

（23,161 千円） 

 感染防止対策実態調査等事業費（令和３年度開始） 感染症対策局感染症対策課 

本道が、特措法に基づく、「まん延防止等重点措置」及び「緊急事態措置」の対象区域となったことに伴

い、当該区域内の全ての飲食店に対し、休業等を要請したことから、その状況を確認するため、実地によ

る見回りを実施する。 

（197,850 千円） 

 在宅要介護者等受入体制整備事業費（令和２年度開始） 高齢者支援局高齢者保健福祉課 

 在宅で介護を行う者が新型コロナウイルス感染症により入院するなどした場合において、濃厚接触者と

なった在宅要介護者の受入体制を整備する。 

（54,733 千円） 



【道予算に占める割合】

款　別 Ｒ４当初予算額 構成比

議 会 費 3,347,428 0.1

総 務 費 289,228,304 9.0

総 合 政 策 費 83,656,055 2.6

環 境 生 活 費 15,277,640 0.5

保 健 福 祉 費 664,137,261 20.6

経 済 費 402,061,287 12.5

農 政 費 122,047,548 3.8

水 産 林 務 費 61,149,075 1.9

建 設 費 230,940,796 7.2 　◆予算額増減の主な要因

警 察 費 131,147,229 4.1 　　○一般会計（保健福祉費）

教 育 費 382,702,203 11.9

災 害 復 旧 費 2,304,644 0.1

公 債 費 651,705,276 20.2

諸 支 出 金 186,309,371 5.8

予 備 費 200,000 0.0 　　○国民健康保険事業特別会計

合　計 3,226,214,117 100.0 ・

　　　・感染症対策事業費等の新型コロナ対策関連経費の増

合　　　　　計 1,132,378,795 1,178,315,991 45,937,196 104.1

(単位　千円、％）

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 特 別 会 計

954,539 1,284,601 330,062 134.6

　　　・介護保険給付費負担金や子どものための教育・保育給付費
　　　　負担金、介護給付・訓練等給付費負担金など義務的経費の
 　　　 増、

　　　・後期高齢者医療財政安定化基金積立金及び基金事業の減

諸 支 出 金 29,135,997 29,937,222 801,225 102.7

国民健康保険事業特別会計 493,953,453

一 般 会 計 637,470,803 694,074,483 56,603,680 108.9

保 健 福 祉 費 608,334,806

保険給付費等交付金（医療費）の減

令和４年度 保健福祉部 当初予算案の概要
(単位　千円、％）

区　　　　　分
Ｒ３当初
予 算 額

482,956,907 ▲ 10,996,546 97.8

Ｒ４当初
予 算 額

差引増減 前年比

664,137,261 55,802,455 109.2

議会費 総務費
総合政策費

環境生活費

保健福祉費

経済費

農政費

水産林務費
建設費

警察費

教育費

災害復旧費

公債費

諸支出金

予備費
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索　　　　引

【あ】

明るい長寿社会づくり推進事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 65

アレルギー疾患対策事業費 健康安全局 地域保健課 42

【い】

育成医療給付金 福祉局 障がい者保健福祉課 38

育成医療給付費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 56

育成医療給付費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 88

維持運営費（衛生研究所） 感染症対策局 感染症対策課 137

維持管理費（保健所） 健康安全局 地域保健課 137

医務指導監視費 地域医療推進局 医務薬務課 45

医務指導監視費「再掲」 地域医療推進局 医務薬務課 135

医療安全支援センター運営費 地域医療推進局 医務薬務課 45

医療型障害児入所施設改築事業 福祉局 障がい者保健福祉課 138

医療機関再開等支援事業 地域医療推進局 医務薬務課 149

医療機能情報公表制度運営費 地域医療推進局 医務薬務課 45

医療機能情報公表制度運営費「再掲」 地域医療推進局 医務薬務課 136

医療従事者宿泊支援事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

医療従事者等派遣事業
感染症対策局
健康安全局

感染症対策課
地域保健課

145

医療的ケア児支援センター運営事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 87

【え】

エイズ予防対策推進事業費 感染症対策局 感染症対策課 107

衛生検査精度管理指導対策費 地域医療推進局 医務薬務課 45

衛生研究所試験研究費「再掲」 感染症対策局 感染症対策課 148

栄養改善指導費 健康安全局 地域保健課 22

栄養改善普及事業費補助金 健康安全局 地域保健課 20

栄養関係人材育成事業費 健康安全局 地域保健課 20

エキノコックス症対策費 感染症対策局 感染症対策課 107

ＳＮＳ相談委託事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 59

ＳＮＳ相談委託事業費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 140

援護関係委託事務費 福祉局 地域福祉課 112

【お】

温泉調査指導費 健康安全局 食品衛生課 102

【か】

介護給付費・訓練等給付費負担金 福祉局 障がい者保健福祉課 81

介護給付費・訓練等給付費負担金「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 143

外国人介護人材受入支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 125

外国人介護人材受入支援事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 133

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 125

外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 132

外国人看護師候補者就労研修支援事業 地域医療推進局 医務薬務課 29

外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金 福祉局 地域福祉課 68

外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金「再掲」 福祉局 地域福祉課 90

介護サービス情報開示支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 75

介護サービス情報開示支援事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 136

介護サービス提供基盤等整備事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 75

介護サービス提供基盤等整備事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 150

介護サービス利用者負担軽減事業費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 74

介護支援専門員等資質向上事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 72

介護支援専門員名簿管理事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 72

介護事業所生産性向上推進事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 79

介護従事者確保総合推進事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 122

介護従事者確保総合推進事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 130
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介護職員等研修事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 122

介護職員等研修事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 129

介護職員等処遇改善事業費補助金 福祉局
高齢者保健福祉課
障がい者保健福祉課

125

介護職員等処遇改善事業費補助金「再掲」 福祉局
高齢者保健福祉課
障がい者保健福祉課

133

介護福祉士養成施設運営費補助金 経済部 産業人材課 121

介護福祉士養成施設運営費補助金「再掲」 経済部 129

介護保険給付費負担金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 142

介護保険苦情処理事業費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 73

介護保険財政安定化基金積立金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 142

介護保険事業者等指定・指導事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 74

介護保険事業者等指定・指導事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 135

介護保険審査会運営事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 73

介護保険推進事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 74

介護保険料軽減負担金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 142

介護予防・生活支援サービス等充実支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 77

介護ロボット導入支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 79

化学物質対策費 環境生活部 104

覚せい剤乱用防止啓発事業費 地域医療推進局 医務薬務課 107

学校等における感染症対策等支援事業費 教育庁 健康・体育課 151

家庭教育相談事業費 教育庁 57

家庭児童相談室設置運営事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 57

肝炎対策推進事業費 感染症対策局 感染症対策課 107

看護管理研修事業費 地域医療推進局 医務薬務課 76

看護師等養成所指定指導調査費 地域医療推進局 医務薬務課 128

看護師等養成所実習補完支援事業費補助金 地域医療推進局 医務薬務課 151

看護職員出向応援事業 地域医療推進局 医務薬務課 76

看護職員等研修事業費 地域医療推進局 医務薬務課 128

看護職員等養成修学資金貸付金 地域医療推進局 医務薬務課 30

患者対策推進費 健康安全局 地域保健課 42

患者搬送固定翼機運航事業 地域医療推進局 地域医療課 37

がん診療連携拠点等病院機能強化事業費補助金 健康安全局 地域保健課 38

感染疑い患者受入医療機関設備整備事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

感染症医療提供体制整備事業費 感染症対策局 感染症対策課 146

感染症医療費 感染症対策局 感染症対策課 105

感染症医療費「再掲」 感染症対策局 感染症対策課 149

感染症検査機器整備事業費 感染症対策局 感染症対策課 146

感染症検査助成等事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

感染症指定医療機関事業費補助金 感染症対策局 感染症対策課 106

感染症対策危機管理体制基盤整備事業費 感染症対策局 感染症対策課 105

感染症病床確保促進事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

感染症予防対策費 感染症対策局 感染症対策課 106

感染症予防費負担金 感染症対策局 感染症対策課 106

感染症予防費負担金「再掲」 感染症対策局 感染症対策課 149

感染防止対策実態調査等事業費 感染症対策局 感染症対策課 153

がん対策等推進事業費 健康安全局 地域保健課 21

【き】

北の大地のめぐみ愛食総合推進事業費〈どさんこ食育推進事業費〉 農政部 63

北見体育センター費（管理運営費） 環境生活部 22

ギャンブル等依存症対策事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 83

牛海綿状脳症検査費 健康安全局 食品衛生課 100

救急医療情報システム事業費 地域医療推進局 地域医療課 45

救急医療情報システム事業費「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 136
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救急医療体制確保事業費補助金 地域医療推進局 地域医療課 37

救急医療搬送体制等事業費 地域医療推進局 地域医療課 37

救急勤務医・産科医等確保支援事業 地域医療推進局 地域医療課 40

救急勤務医・産科医等確保支援事業「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 53

救急法等講習会事業費 地域医療推進局 地域医療課 37

旧軍人軍属の恩給 福祉局 地域福祉課 112

休日夜間診療確保対策費補助金 地域医療推進局 地域医療課 34

救命救急センター事業費補助金 地域医療推進局 地域医療課 36

旧優生保護法一時金支給対応事務費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 109

狂犬病予防対策費 健康安全局 食品衛生課 107

共生型地域福祉の推進 福祉局 地域福祉課 119

共生型地域福祉の推進「再掲」 福祉局 地域福祉課 125

緊急時医療活動施設整備事業費 地域医療推進局 地域医療課 36

緊急用医薬品供給体制整備事業費 地域医療推進局 医務薬務課 115

【け】

ケアラー支援体制構築事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 118

軽症者等宿泊施設借上事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

軽費老人ホーム運営費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 71

結核・感染症サーベイランス対策費 感染症対策局 感染症対策課 105

結核医療施行事務費 感染症対策局 感染症対策課 105

結核医療費 感染症対策局 感染症対策課 105

結核対策特別促進事業費 感染症対策局 感染症対策課 105

結核対策費 感染症対策局 感染症対策課 104

結核予防費補助金 感染症対策局 感染症対策課 105

献血推進対策費 地域医療推進局 医務薬務課 46

健康増進事業費補助金 健康安全局 地域保健課 23

健康づくり道民調査事業費 健康安全局 地域保健課 20

原子力災害医療運営費補助金 地域医療推進局 地域医療課 36

建築物衛生指導費 健康安全局 食品衛生課 104

原爆被爆者医療給付及び措置費 健康安全局 地域保健課 110

原爆被爆者対策費補助金 健康安全局 地域保健課 110

権利擁護人材育成事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 78

権利擁護人材育成事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 127

【こ】

広域相談支援体制整備事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 84

広域相談支援体制整備事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 134

後期高齢者医療給付事業費負担金 健康安全局 国保医療課 143

後期高齢者医療財政安定化基金積立金 健康安全局 国保医療課 143

後期高齢者医療制度高額医療費支援事業費負担金 健康安全局 国保医療課 143

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 健康安全局 国保医療課 143

公共訓練費（公共職業訓練手当） 経済部 産業人材課 96

公共訓練費（実習費） 経済部 産業人材課 96

高次脳機能障がい者支援事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 91

公衆衛生看護活動基盤整備費 地域医療推進局 医務薬務課 22

公衆浴場経営安定対策事業費 健康安全局 食品衛生課 101

公衆浴場対策事業費補助金 健康安全局 食品衛生課 102

交通エコロジー・モビリティ財団賛助会費 総合政策部 118

公的精神科病院等運営費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 38

高年齢者労働能力活用事業費補助金 経済部 雇用労政課 66

広報活動推進費（視聴覚媒体利用費）（解説放送（副音声）・字幕スーパー、手話通訳の導入） 総合政策部 89

高齢者通いの場ＩＣＴ普及推進事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 152

高齢者虐待防止・相談支援センター運営事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 67
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高齢者虐待防止・相談支援センター運営事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 134

高齢者の医療の確保に関する法律施行事務費 健康安全局 国保医療課 144

高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画推進費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 69

国民健康・栄養等調査費 健康安全局 地域保健課 23

国民健康保険運営協議会運営事業費（特別会計） 健康安全局 国保医療課 141

国民健康保険基盤安定対策費負担金 健康安全局 国保医療課 141

国民健康保険財政安定化基金積立金（特別会計） 健康安全局 国保医療課 141

国民健康保険保険給付費等交付金（特別会計） 健康安全局 国保医療課 141

こころの健康ＳＮＳ相談事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 152

子育て支援対策事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 47

子ども相談支援センター事業費 教育庁 63

子どもの権利擁護に係る実証モデル事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 59

子どもの死亡予防策検証モデル事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60

【さ】

災害医療従事者研修等事業費 地域医療推進局 地域医療課 36

災害救助基金積立金 総務課 115

災害救助基金積立金「再掲」 総務課 119

災害拠点病院整備事業費 地域医療推進局 地域医療課 35

災害派遣精神医療チーム体制整備事業 福祉局 障がい者保健福祉課 38

災害派遣精神医療チーム体制整備事業「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 115

在宅歯科医療連携室整備事業 健康安全局 地域保健課 24

在宅要介護者等受入体制整備事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 153

産業廃棄物監視指導費 環境生活部 104

【し】

歯科医療従事者認知症対応力向上研修事業 健康安全局 地域保健課 24

歯科技工士研修事業費補助金 健康安全局 地域保健課 23

視覚障害者情報提供施設運営費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 92

視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」発行費 総合政策部 89

歯科保健対策推進事業費補助金 健康安全局 地域保健課 23

歯科保健対策推進事業費補助金「再掲」 健康安全局 地域保健課 68

施設設備整備費（保健所） 健康安全局 地域保健課 137

自宅療養者等支援事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

自治医科大学運営事業費負担金 地域医療推進局 地域医療課 28

市町村地域生活支援事業費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 61

市町村地域生活支援事業費補助金「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 84

シックハウス対策費 健康安全局 地域保健課 41

児童一時保護感染拡大防止体制強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 150

児童虐待防止対策等推進事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 57

児童虐待防止対策等推進事業費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 138

児童相談所及び一時保護所費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 59

児童相談所及び一時保護所費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 140

児童相談体制強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 153

児童手当支給費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 54

児童福祉施設管理費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60

児童福祉施設管理費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 140

児童福祉施設等相談窓口設置事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 150

児童扶養手当支給事務費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 108

児童扶養手当支給費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 108

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60

地場産業障がい者就労促進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 98

社会教育施設感染症対策事業費 教育庁 社会教育課 151

社会的養護従事者処遇改善事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 61

社会的養護自立支援事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60
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社会福祉施設産休等代替職員設置費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 54

社会福祉施設整備事業費（児童福祉施設分）
福祉局
子ども未来推進局

地域福祉課
子ども子育て支援課

50

社会福祉施設整備事業費補助金（障がい者施設分） 福祉局
地域福祉課
障がい者保健福祉課

93

社会福祉施設等感染者発生施設対策事業費 福祉局 地域福祉課 150

社会福祉施設等感染防止対策経費 福祉局 地域福祉課 150

若年性認知症総合支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 69

就学者自立生活援助事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60

就学奨励費 教育庁 91

周産期医療システム整備事業費 地域医療推進局 地域医療課 39

周産期医療システム整備事業費「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 53

周産期医療対策支援事業費 地域医療推進局 地域医療課 40

周産期医療対策支援事業費「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 53

重度障がい者医療的ケア等支援事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 86

重度心身障がい者医療給付事業費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 44

重度心身障がい者医療給付事業費補助金「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 88

重度訪問介護等利用促進事業費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 81

受動喫煙防止対策等推進事業費 健康安全局 地域保健課 24

手話通訳者設置事業費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 92

准看護師試験等施行費 地域医療推進局 医務薬務課 128

障害支援区分認定調査員等研修事業 福祉局 障がい者保健福祉課 93

障がい児等支援体制整備事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 61

障がい児等支援体制整備事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 85

障害者介護給付等不服審査会運営事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 87

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会等運営事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 80

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会等運営事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 94

障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会等運営事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 127

障害者技能競技北海道大会 経済部 産業人材課 90

障害者社会参加総合推進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 83

障がい者就業・生活支援センター事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 95

障がい者就労支援推進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 95

障害者自立支援給付事業者指定・指導事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 93

障害者自立支援給付事業者指定・指導事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 135

障がい者スポーツ振興費 環境生活部 22

障がい者用介護ロボット等導入支援事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 94

情報政策費事務費（ホームページの管理・運営）（音声読み上げソフト） 総合政策部 89

小児救急医療対策費 地域医療推進局 地域医療課 35

小児救急電話相談事業費 地域医療推進局 地域医療課 37

小児救急電話相談事業費「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 55

小児慢性特定疾患医療費 健康安全局 地域保健課 38

小児慢性特定疾患医療費「再掲」 健康安全局 地域保健課 55

小児慢性特定疾病児童等自立支援支援事業 健康安全局 地域保健課 44

食・口腔機能改善専門職等養成事業 健康安全局 地域保健課 24

食鳥検査指導費 健康安全局 食品衛生課 100

職場適応訓練費 経済部 産業人材課 96

食品衛生監視費 健康安全局 食品衛生課 99

食品衛生強化対策費補助金 健康安全局 食品衛生課 100

食品衛生検査費 健康安全局 食品衛生課 99

女性相談援助センター管理費 環境生活部 62

女性相談援助対策事業費 環境生活部 62

女性と子どもの健康支援対策事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 52

女性と子どもの健康支援対策事業費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 136

自立支援・重度化防止等市町村支援事業費（旧：介護予防市町村支援事業費） 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 67
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私立幼稚園等管理運営費補助金【特別支援教育推進費】 総務部 88

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 福祉局 地域福祉課 153

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 感染症対策局 感染症対策課 148

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費 感染症対策局 感染症対策課 148

新型コロナウイルスワクチン集団接種促進事業費 感染症対策局 感染症対策課 148

新型コロナウイルスワクチン職域接種促進事業費 感染症対策局 感染症対策課 148

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

人工腎臓装置不足地域設備整備補助金 健康安全局 地域保健課 43

心身障がい者（児）歯科診療事業費補助金 健康安全局 地域保健課 42

心身障がい者（児）歯科診療事業費補助金「再掲」 健康安全局 地域保健課 90

心身障害者総合相談所費 福祉局 障がい者保健福祉課 81

心身障害者扶養共済保険運営事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 86

新生児聴覚検査体制整備事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 52

新生児聴覚検査体制整備事業「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 136

腎臓機能障がい者通院交通費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 85

身体障害者扶助費 福祉局 障がい者保健福祉課 62

身体障害者扶助費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 85

身体障害者補助犬育成事業費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 93

診療所維持運営費 地域医療推進局 地域医療課 29

【す】

水質衛生検査費 環境生活部 103

水道企業団助成費用 環境生活部 104

水道施設管理指導費 環境生活部 102

水道施設指導監督費 環境生活部 103

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］ 環境生活部 103

すべての人にやさしいまちづくり推進事業費 福祉局 地域福祉課 137

スポーツをする・みる・ささえる促進事業 環境生活部 95

【せ】

生活衛生営業指導事業費 健康安全局 食品衛生課 101

生活衛生監視費 健康安全局 食品衛生課 101

生活衛生広域監視指導事業費 健康安全局 食品衛生課 100

生活基盤施設耐震化等交付金事業［水道施設分］ 環境生活部 103

生活困窮者自立支援事業費 福祉局 地域福祉課 114

生活困窮者自立支援事業費（住居確保給付金） 福祉局 地域福祉課 152

生活困窮者自立支援事業費「再掲」 福祉局 地域福祉課 121

生活福祉資金貸付事業費補助金 福祉局 地域福祉課 114

生活福祉資金貸付事業費補助金 福祉局 地域福祉課 152

生活福祉資金貸付事業費補助金「再掲」 福祉局 地域福祉課 120

生活保護施行事務費 福祉局 地域福祉課 113

生活保護施行事務費「再掲」 福祉局 地域福祉課 120

生活保護対策の推進 福祉局 地域福祉課 113

生活保護対策の推進「再掲」 福祉局 地域福祉課 120

青少年非行防止特別対策事業費 環境生活部 62

精神科救急医療体制整備事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 38

精神科救急医療体制整備事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 87

精神障害者医療費 福祉局 障がい者保健福祉課 87

精神障害者医療費公費負担事務費 福祉局 障がい者保健福祉課 87

精神障がい者地域移行・地域定着促進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 92

精神障がい者地域生活支援事業 福祉局 障がい者保健福祉課 92

精神保健福祉事業 福祉局 障がい者保健福祉課 82

精神保健福祉センター事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 82

成年後見制度市町村体制整備支援機能強化事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 80
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潜在人材掘り起こし推進事業費「再掲」 経済部 96

潜在人材掘り起こし推進事業費 経済部 雇用労政課 66

戦傷病者対策の促進 福祉局 地域福祉課 112

先天性代謝異常等検査費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 52

戦没者遺族対策の促進 福祉局 地域福祉課 111

戦没者叙勲事務 福祉局 地域福祉課 111

戦没者追悼費 福祉局 地域福祉課 111

【そ】

臓器等移植対策事業費 地域医療推進局 医務薬務課 44

総合体育センター費（管理運営費） 環境生活部 22

相談窓口設置経費 感染症対策局 感染症対策課 146

【た】

第三者機関によるサービスの評価、結果公表の促進 福祉局 地域福祉課 126

第23回臓器移植推進国民大会運営業務 地域医療推進局 医務薬務課 44

多子世帯の保育料軽減支援事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 50

誰もが働きやすい職場環境づくり事業費 経済部 雇用労政課 56

たん吸引等医療的ケア従事者・事業者等登録事業 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 76

【ち】

地域医師確保推進事業費 地域医療推進局 地域医療課 25

地域医療介護総合確保基金事業費 地域医療推進局 地域医療課 26

地域医療介護総合確保基金事業費 地域医療推進局 医務薬務課 27

地域医療介護総合確保基金事業費 地域医療推進局 地域医療課 30

地域医療介護総合確保基金事業費 地域医療推進局 医務薬務課 34

地域医療対策支援事業費 地域医療推進局 地域医療課 37

地域子育て支援センター運営事業（病児保育支援） 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 50

地域子ども・子育て支援事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 153

地域支援事業交付金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 70

地域歯科保健対策事業費 健康安全局 地域保健課 23

地域自殺対策強化事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 21

地域自殺対策緊急強化事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 152

地域自殺予防対策等推進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 21

地域少子化対策強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 57

地域人権啓発活動活性化事業費【高齢者虐待防止対策事業】 環境生活部 68

地域人権啓発活動活性化事業費【子どもの権利擁護事業】 環境生活部 62

地域人権啓発活動活性化事業費【障がい者権利擁護促進事業】 環境生活部 80

地域人権啓発活動活性化事業費【障がい者権利擁護促進事業】「再掲」 環境生活部 89

地域人権啓発活動活性化事業費【ハンセン病を正しく理解する週間に係る啓発事業】 環境生活部 45

地域生活定着支援センター運営事業費 福祉局 地域福祉課 118

地域精神医療確保対策事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 30

地域精神医療確保対策事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 87

地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業） 総合政策部 117

地域の支え合い体制づくりの推進 福祉局 地域福祉課 119

地域のせわずき・せわやき隊 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 64

地域福祉生活支援センター運営事業費補助金 福祉局 地域福祉課 126

地域包括支援センター機能充実事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 78

地域保健関係職員研修事業費 健康安全局 地域保健課 128

地域保健関係職員研修事業費「再掲」 健康安全局 地域保健課 129

地域保健関係職員研修事業費「再掲」 健康安全局 地域保健課 134

地域リハビリテーション支援体制推進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 94

地域リハビリテーション指導者養成等事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 77

地域連携クリティカルパス活用事業費 健康安全局 地域保健課 34

中国帰国者等生活支援費 福祉局 地域福祉課 113

中国帰国者等定着自立促進事業費 福祉局 地域福祉課 113
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中国黒竜江省医学技術交流事業費 地域医療推進局 地域医療課 128

中途視覚障害者社会適応推進事業費【指導訓練事業費補助金】 福祉局 障がい者保健福祉課 84

聴覚障がい者情報提供施設運営費補助金 福祉局 障がい者保健福祉課 92

【て】

定例未伝達勲章及び未伝達位記伝達事務 福祉局 地域福祉課 112

【と】

道国保ヘルスアップ支援事業費（特別会計） 健康安全局 国保医療課 142

道民の健康づくり推進事業費 健康安全局 地域保健課 20

道立看護学院養成費・維持運営費 地域医療推進局 医務薬務課 137

道立病院の経営（道立病院局計上） 道立病院局 137

特殊歯科保健医療推進事業費 健康安全局 地域保健課 44

特殊歯科保健医療推進事業費「再掲」 健康安全局 地域保健課 90

ドクターヘリ整備事業費 地域医療推進局 地域医療課 37

特定疾患医療費 健康安全局 地域保健課 42

特定不妊治療費助成事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 50

特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 教育庁 91

特別支援学校整備費 教育庁 90

特別支援教育センター費 教育庁 90

特別支援教育総合推進事業費 教育庁 91

特別児童扶養手当支給事務費 福祉局 障がい者保健福祉課 56

特別児童扶養手当支給事務費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 88

特別障害者手当等支給事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 86

特別支援学校スクールバス感染症対策事業費 教育庁 特別支援教育課 151

特別保育事業推進費補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 49

特別保育事業推進費補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 151

どさんこ・子育て特典制度 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 64

と畜検査費 健康安全局 食品衛生課 100

都道府県主導型地域少子化対策強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 57

都道府県主導型地域少子化対策強化事業費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 64

【な】

ナースセンター事業費 地域医療推進局 医務薬務課 30

難病患者等居宅生活支援事業費 健康安全局 地域保健課 43

難病患者等地域支援対策推進事業 健康安全局 地域保健課 43

難病センター運営費補助金 健康安全局 地域保健課 43

難病対策促進事業費 健康安全局 地域保健課 43

【に】

乳肉及び水産食品衛生指導費 健康安全局 食品衛生課 100

乳幼児等医療給付事業費補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 39

乳幼児等医療給付事業費補助金「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 51

妊産婦安心出産支援事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 54

妊産婦総合対策事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 149

妊娠高血圧症候群等療養援護費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 52

認知症疾患医療センター運営事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 41

認知症疾患医療センター運営事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 76

認知症対策等総合支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 71

認知症理解普及促進事業支援事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 69

認定調査員等研修事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 72

妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業 地域医療推進局 地域医療課 40

妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業「再掲」 地域医療推進局 地域医療課 53

【の】

脳卒中等医療連携体制推進事業 健康安全局 地域保健課 34

農福連携推進事業費 農政部 97

農福連携促進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 97
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【は】

配偶者暴力被害者支援対策費 環境生活部 63

ＨＡＣＣＰ推進対策費 健康安全局 食品衛生課 101

バス利用促進等総合対策事業費補助金 総合政策部 118

発達障害者支援体制整備事業費（障がい児支援体制整備事業費） 福祉局 障がい者保健福祉課 55

発達障害者支援体制整備事業費（障がい児等支援体制整備事業費）「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 84

発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業 教育庁 91

【ひ】

引揚者・戦傷病者等援護費 福祉局 地域福祉課 112

ひきこもり対策推進事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 93

ＰＣＲ検査センター設置事業費 感染症対策局 感染症対策課 147

ＰＣＲ等検査無料化推進事業費 感染症対策局 感染症対策課 148

ひとり親家庭実態調査事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 110

ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 39

ひとり親家庭等医療給付事業費補助金「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 51

ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 55

ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 110

ひとり親家庭自立促進事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 109

病院群輪番制病院施設整備事業費 地域医療推進局 地域医療課 41

【ふ】

不育症治療費助成事業 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 51

風しん感染予防費 感染症対策局 感染症対策課 107

福祉系高校修学資金等貸付事業費 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 125

福祉系高校修学資金等貸付事業費「再掲」 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 133

福祉サービス運営適正化委員会補助金 福祉局 地域福祉課 73

福祉サービス運営適正化委員会補助金「再掲」 福祉局 地域福祉課 126

福祉人材センター運営事業費
高齢者支援局
子ども未来推進局

高齢者保健福祉課
子ども子育て支援課 121

福祉人材センター運営事業費「再掲」
高齢者支援局
子ども未来推進局

高齢者保健福祉課
子ども子育て支援課 129

福祉のまちづくり推進費 福祉局 地域福祉課 116

福祉有償運送などの移動手段の確保 福祉局 地域福祉課 126

【へ】

へき地医療対策事業費補助金 地域医療推進局 地域医療課 29

【ほ】

保育緊急確保事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 49

保育士確保対策事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 49

保育士資格取得に係るシステム改修事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 130

保育士等資格取得支援事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 48

保育士登録事務施行費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 122

保育士登録事務施行費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 130

放課後子供教室推進事業費 教育庁 63

放課後児童緊急対策事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 49

訪問看護推進事業 地域医療推進局 医務薬務課 76
訪問看護連携強化事業 地域医療推進局 医務薬務課 75

ホームレス実態調査費 福祉局 地域福祉課 118

保健医療福祉圏域連携推進会議運営事業費 総務課 116

保険者努力支援事業費（特別会計） 健康安全局 国保医療課 142

保健所健康危機管理体制強化事業費
健康安全局
感染症対策局
高齢者支援局

地域保健課
感染症対策課
高齢者保健福祉課

146

保健所体制強化事業費
感染症対策局
健康安全局

感染症対策課
地域保健課

145

母子・父子自立支援員設置費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 108

母子家庭等就業・自立支援センター事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 109

母子家庭等自立支援給付金支給等事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 109

母子家庭の母等委託訓練事業費 経済部 産業人材課 110
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母子父子寡婦福祉資金貸付金（特別会計） 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 55

母子父子寡婦福祉対策費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 54

北海道がん対策推進計画費 健康安全局 地域保健課 21

北海道子どもの貧困対策ネットワーク会議事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 60

北海道子ども未来づくり推進費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 47

北海道災害ボランティアセンター運営活性化等業費補助金 福祉局 地域福祉課 117

北海道社会福祉協議会運営事業費補助金 福祉局 地域福祉課 116

北海道障がい者権利擁護センター運営事業費 福祉局 障がい者保健福祉課 80

北海道障がい者権利擁護センター運営事業費「再掲」 福祉局 障がい者保健福祉課 127

北海道難病連補助金 健康安全局 地域保健課 42

北海道パラスポーツ連携促進事業 環境生活部 94

北海道母子寡婦福祉連合会補助金 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 109

北海道民生委員児童委員連盟補助金 福祉局 地域福祉課 116

北海道連合遺族会補助金 福祉局 地域福祉課 111

【ま】

麻薬等取締費 地域医療推進局 医務薬務課 108

【み】

未熟児養育医療給付費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 39

未熟児養育医療給付費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 51

民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業費補助金 福祉局 地域福祉課 122

民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業費補助金「再掲」 福祉局 地域福祉課 130

民間保健福祉施設整備資金利子補給金
福祉局
高齢者支援局

地域福祉課
高齢者保健福祉課

73

民生委員関係経費 福祉局 地域福祉課 61

民生委員関係経費「再掲」 福祉局 地域福祉課 119

【や】

薬剤師認知症対応力向上研修事業 地域医療推進局 医務薬務課 70

薬務指導監視費 地域医療推進局 医務薬務課 46

薬務指導監視費「再掲」 地域医療推進局 医務薬務課 135

薬局再開等支援事業費 地域医療推進局 医務薬務課 149

ヤングケアラー支援体制強化事業費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 59

【ゆ】

有床診療所等スプリンクラー等施設整備費補助金 地域医療推進局 医務薬務課 34

ユースプランナー 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 64

ユニバーサルツーリズム推進事業費 経済部 観光振興課 67

ユニバーサルツーリズム推進事業費「再掲」 経済部 観光振興課 95

【よ】

幼児感染防止対策経費 教育庁 義務教育課 151

予防接種対策費 感染症対策局 感染症対策課 106

【り】

離島・無医地区等巡回診療費 健康安全局 地域保健課 29

療育医療給付費 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 39

療育医療給付費「再掲」 子ども未来推進局 子ども子育て支援課 51

療養病床転換支援費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 72

理療研修センター費 教育庁 91

【ろ】

老人クラブ活動推進費補助金 高齢者支援局 高齢者保健福祉課 65

老人福祉施設等整備事業費補助金
福祉局
高齢者支援局

地域福祉課
高齢者保健福祉課

71
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