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１ 一人ひとりの生涯を通じた健康づくりのために
心身の健康を維持、増進するための環境づくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 栄養関係人材育成事業費（昭和43年度開始） 道 20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 道民の健康づくり推進事業費（平成3年度開始） 20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 栄養改善普及事業費補助金（昭和22年度開始） 道 20

・ 健康づくり道民調査事業費（平成11年度開始） 道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ がん対策等推進事業費（平成24年度開始） 21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道がん対策推進計画費（平成30年度開始） 道 21

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域自殺予防対策等推進事業費（平成21年度開始） 21

・ 地域自殺対策強化事業費（平成27年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

・ 総合体育センター費（管理運営費）（平成18年度開始：環境生活部計上）・・・・・・・・・ 22

・ 北見体育センター費（管理運営費）（平成18年度開始：環境生活部計上）・・・・・・・・・ 22

・ 障がい者スポーツ振興費（昭和38年度開始：環境生活部計上）・・・・・・・・・・・・・・ 22

生活習慣病を予防するための体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公衆衛生看護活動基盤整備費（平成22年度開始） 22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 栄養改善指導費（昭和30年度開始） 道 22

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国民健康・栄養等調査費（昭和27年度開始） 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 健康増進事業費補助金（平成20年度開始） 23

生涯を通じた歯と口腔の健康を推進するための環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 歯科保健対策推進事業費補助金（平成8年度開始） 道 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 歯科技工士研修事業費補助金（平成4年度開始） 道 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域歯科保健対策事業費（平成12年度開始） 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 在宅歯科医療連携室整備事業（平成24年度開始） 24

・・・・・・・・・・・・・・・・ 歯科医療従事者認知症対応力向上研修事業(平成26年度開始) 24

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食・口腔機能改善専門職等養成事業(平成30年度開始) 24

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 受動喫煙防止対策等推進事業費(令和元年度開始) 24

２ 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・確保するための仕組みづくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医師確保推進事業費（平成19年度開始） 道 25

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医療介護総合確保基金事業費（平成26年度開始） 道 26

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医療介護総合確保基金事業費（平成26年度開始） 道 27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自治医科大学運営事業費負担金（昭和45年度開始） 道 28

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 診療所維持運営費（昭和32年度開始） 29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ へき地医療対策事業費補助金（昭和45年度開始） 29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 離島・無医地区等巡回診療費（昭和25年度開始） 29

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 外国人看護師候補者就労研修支援事業（平成22年度開始） 29

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 看護職員等養成修学資金貸付金（昭和36年度開始） 道 30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ナースセンター事業費（平成14年度開始） 道 30

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域精神医療確保対策事業費（平成7年度開始） 道 30

地域に必要な医療の確保に向けた医療機能連携のための体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医療介護総合確保基金事業費（平成26年度開始） 道 30

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域連携クリティカルパス活用事業費（平成22年度開始） 34
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 脳卒中等医療連携体制推進事業（平成2年度開始） 34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医療介護総合確保基金事業費 道 34

・・・・・・・・・・・・ 有床診療所等スプリンクラー等施設整備費補助金（平成26年度開始） 34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 休日夜間診療確保対策費補助金（平成8年度開始） 道 34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児救急医療対策費（昭和52年度開始） 道 35

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 災害拠点病院整備事業費（平成9年度開始） 35

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 災害医療従事者研修等事業費（平成27年度開始） 36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 救命救急センター事業費補助金（昭和52年度開始） 36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 緊急時医療活動施設整備事業費（昭和63年度開始） 36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原子力災害医療運営費補助金（令和3年度開始） 36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 救急医療体制確保事業費補助金（昭和46年度開始） 道 37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドクターヘリ整備事業費（平成17年度開始） 37

・ 患者搬送固定翼機運航事業（平成29年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 救急医療搬送体制等事業費（昭和53年度開始） 37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域医療対策支援事業費（平成14年度開始） 37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 救急法等講習会事業費（平成3年度開始） 37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児救急電話相談事業費（平成16年度開始） 道 37

・・・・・・・・・・・・・ がん診療連携拠点等病院機能強化事業費補助金（平成19年度開始） 38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児慢性特定疾患医療費（昭和48年度開始） 38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公的精神科病院等運営費補助金（平成28年度開始） 道 38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神科救急医療体制整備事業費（平成10年度開始） 38

・ 災害派遣精神医療チーム体制整備事業（平成27年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 育成医療給付金（昭和29年度開始） 38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 乳幼児等医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道 39

・・・・・・・・・・・・・・・ ひとり親家庭等医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道 39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 未熟児養育医療給付費（昭和33年度開始） 39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 療育医療給付費（昭和36年度開始） 39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 周産期医療システム整備事業費（平成13年度開始） 39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 周産期医療対策支援事業費（平成21年度開始） 40

・・・・・・・・・・・・・・・・ 妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業（令和2年度開始） 40

・・・・・・・・・・・・・・・・ 救急勤務医・産科医等確保支援事業（平成21年度開始） 道 40

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認知症疾患医療センター運営事業費 41

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 病院群輪番制病院施設整備事業費（令和4年度開始） 新 41

地域保健医療の推進に向けた体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ シックハウス対策費（平成13年度開始） 道 41

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ アレルギー疾患対策事業費（平成30年度開始） 42

・・・・・・・・・・・・・ 心身障がい者（児）歯科診療事業費補助金（昭和57年度開始） 道 42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特定疾患医療費（昭和47年度開始） 42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 患者対策推進費（昭和45年度開始） 42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道難病連補助金（昭和48年度開始） 道 42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 難病センタ－運営費補助金（昭和57年度開始） 43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 難病患者等居宅生活支援事業費（平成10年度開始） 43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 難病対策促進事業費（平成10年度開始） 43

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 人工腎臓装置不足地域設備整備補助金（平成18年度開始） 43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 難病患者等地域支援対策推進事業（平成28年度開始） 43
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・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（令和３年度開始） 44

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特殊歯科保健医療推進事業費（平成19年度開始） 44

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 臓器等移植対策事業費（昭和59年度開始） 道 44

・・・・・・・・・・・・・・・ 第23回臓器移植推進国民大会運営業務（令和４年度開始） 新 44

・・・・・・・・・・・・・・ 重度心身障がい者医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道 44

・ 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】

・・・・・・・・・（平成20年度開始：環境生活部計上）・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 45

医療の安全確保と医療サービスの向上に向けた環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 救急医療情報システム事業費（昭和61年度開始） 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 医務指導監視費（平成23年度開始） 道 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 医療安全支援センター運営費（平成15年度開始） 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 医療機能情報公表制度運営費（平成19年度開始） 道 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 衛生検査精度管理指導対策費（昭和61年度開始） 道 45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 薬務指導監視費（昭和23年度開始） 道 46

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 献血推進対策費（平成9年度開始） 道 46

３ 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ることができる環境づくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道子ども未来づくり推進費（平成17年度開始） 道 47

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 子育て支援対策事業費（平成21年度開始） 道 47

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 保育士等資格取得支援事業費（平成26年度開始） 48

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 保育士確保対策事業費（平成28年度開始） 49

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 保育緊急確保事業費（平成26年度開始） ・ 49

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 放課後児童緊急対策事業費（令和元年度開始） ・ 49

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別保育事業推進費補助金（平成元年度開始） 49

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 多子世帯の保育料軽減支援事業費（平成29年度開始） 道 50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会福祉施設整備事業費（児童福祉施設分） 50

・ 地域子育て支援センター運営事業（病児保育支援） 道・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特定不妊治療費助成事業（平成16年度開始） 道 50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 不育症治療費助成事業（平成29年度開始） 道 51

・ 乳幼児等医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道「再掲」・・・・・・・・・・・・・ 51

・・・・・・・・・・・ ひとり親家庭等医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道「再掲」 51

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 未熟児養育医療給付費（昭和33年度開始）「再掲」 51

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 療育医療給付費（昭和36年度開始）「再掲」 51

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 女性と子どもの健康支援対策事業費（平成23年度開始） 52

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 新生児聴覚検査体制整備事業（平成23年度開始） 52

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 妊娠高血圧症候群等療養援護費（昭和54年度開始） 道 52

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 先天性代謝異常等検査費（昭和52年度開始） 道 52

・・・・・・・・・・・・・・・・ 周産期医療システム整備事業費（平成13年度開始）「再掲」 53

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 周産期医療対策支援事業費（平成21年度開始）「再掲」 53

・・・・・・・・・・・・ 妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業（令和2年度開始）「再掲」 53

・・・・・・・・・・・・ 救急勤務医・産科医等確保支援事業（平成21年度開始） 道「再掲」 53

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 妊産婦安心出産支援事業費（平成28年度開始） 道 54

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 母子父子寡婦福祉対策費（昭和45年度開始） 道 54

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童手当支給費（昭和46年度開始） 54
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・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会福祉施設産休等代替職員設置費（昭和37年度開始） 道 54

・・・・・・・・・・・・・・・・・ ひとり親家庭等生活支援事業費補助金（昭和60年度開始） 55

・・・・・・・・・・・・・・・ 母子父子寡婦福祉資金貸付金（特別会計）（昭和28年度開始） 55

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児救急電話相談事業費（平成16年度開始） 道「再掲」 55

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小児慢性特定疾患医療費（昭和48年度開始）「再掲」 55

・・・・・ 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）（平成17年度開始） 55

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別児童扶養手当支給事務費（昭和39年度開始） 56

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 育成医療給付費（平成29年度開始） 道「再掲」 56

・・・・・・・・・ 誰もが働きやすい職場環境づくり事業費(平成17年度開始：経済部計上) 道 56

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 家庭教育相談事業費（平成12年度開始：教育庁計上） 道 57

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域少子化対策強化事業費（平成26年度開始） 57

・・・・・・・・・・・・・ 都道府県主導型地域少子化対策強化事業費（令和4年度開始） 新 57

子どもが健やかに成長するための環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 家庭児童相談室設置運営事業費（昭和39年度開始） 道 57

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童虐待防止対策等推進事業費（平成13年度開始） 57

・ SNS相談委託事業費（令和4年度開始） 新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

・ ヤングケアラー支援体制強化事業費（令和4年度開始） 新・・・・・・・・・・・・・・・・59

・ 子どもの権利擁護に係る実証モデル事業費（令和4年度開始） 新・・・・・・・・・・・・・59

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童相談所及び一時保護所費（昭和23年度開始） 59

・ 児童福祉施設管理費（令和3年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

・ 子どもの死亡予防策検証モデル事業費（令和3年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・60

・・・・・・・・・・・・・・ 北海道子どもの貧困対策ネットワーク事業費（平成28年度開始） 60

・・・・・・・・・・・・・ 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費（平成28年度開始） 60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会的養護自立支援事業（平成29年度開始） 60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就学者自立生活援助事業（平成29年度開始） 60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会的養護従事者処遇改善事業（令和3年度開始） 61

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 民生委員関係経費（昭和23年度開始） 61

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 市町村地域生活支援事業費補助金（平成18年度開始） 61

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障がい児等支援体制整備事業費（平成17年度開始） 道 61

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 身体障害者扶助費（昭和25年度開始） 62

・ 地域人権啓発活動活性化事業費【子どもの権利擁護事業】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成17年度開始：環境生活部計上) 62

・・・・・・・・・・ 青少年非行防止特別対策事業費（平成11年度開始：環境生活部計上） 道 62

・・・・・・・・・・・ 女性相談援助センター管理費（平成7年度開始：環境生活部計上） 道 62

・・・・・・・・・・・・・・・ 女性相談援助対策事業費（昭和32年度開始:環境生活部計上） 62

・・・・・・・・・・・・・ 配偶者暴力被害者支援対策費（平成11年度開始:環境生活部計上） 63

・ 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〉

（平成29年度開始：農政部計上）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

・・・・・・・・・・・・・・・・ 放課後子供教室推進事業費（平成19年度開始：教育庁計上） 63

・・・・・・・・・・・・・ 子ども相談支援センター事業費（平成27年度開始：教育庁計上） 63

子どもや子育て家庭を社会全体で支援する地域づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域のせわずき・せわやき隊（平成17年度開始） 64

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ どさんこ・子育て特典制度（平成18年度開始） 64

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ユースプランナー（令和4年度開始） 新 64

・・・・・・・・・ 都道府県主導型地域少子化対策強化事業費（令和4年度開始） 新「再掲」 64
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４ 高齢者が地域でいきいきと健康で暮らすために
高齢者の社会参加を促進するための環境づくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 老人クラブ活動推進費補助金（昭和38年度開始） 65

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 明るい長寿社会づくり推進事業費（平成3年度開始） 道 65

・・・・・・・・・・ 高年齢者労働能力活用事業費補助金（昭和57年度開始：経済部計上） 道 66

・・・・・・・・・・・・・ 潜在人材掘り起こし推進事業費（令和2年度開始：経済部計上） 66

・・・・・・・・・・ ユニバーサルツーリズム推進事業費（令和元年度開始：経済部計上） 道 67

高齢者がいつまでも健康で暮らすための環境づくり
・・・・・・・・・・・・・ 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） 67

・・・ 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）（平成19年度開始） 67

・・・・・・・・・・・・・・ 歯科保健対策推進事業費補助金（平成8年度開始） 道「再掲」 68

・・・・・・・・・ 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金（平成9年度開始） 道 68

・ 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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成17年度開始：環境生活部計上)】 68

介護が必要になっても住み慣れた場所での生活を支援する地域づくり
・・・・・・・・・・・ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画推進費（平成12年度開始） 69

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認知症理解普及促進事業支援事業費（平成18年度開始） 69

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 若年性認知症総合支援事業費（令和4年度開始） 新 69

・ 薬剤師認知症対応力向上研修事業（平成29年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域支援事業交付金（平成18年度開始） 道 70

・ 認知症対策等総合支援事業費（平成18年開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 老人福祉施設等整備事業費補助金 道 71

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軽費老人ホーム運営費補助金（昭和38年度開始） 道 71

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 療養病床転換支援費補助金（平成20年度開始） 72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認定調査員等研修事業費（平成11年度開始） 72

・ 介護支援専門員等資質向上事業費（平成11年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護支援専門員名簿管理事業費（平成17年度開始） 道 72

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護保険審査会運営事業費（平成11年度開始） 道 73

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護保険苦情処理事業費補助金（平成12年度開始） 道 73

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉サービス運営適正化委員会補助金（平成12年度開始） 73

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 民間保健福祉施設整備資金利子補給金 道 73

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護保険推進事業費（平成10年度開始） 道 74

・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護保険事業者等指定・指導事業費（平成12年度開始） 道 74

・・・・・・・・・・・・・・・ 介護サービス利用者負担軽減事業費補助金(平成12年度開始） 74

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護サービス情報開示支援事業費（平成17年度開始） 75

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護サービス提供基盤等整備事業費（平成27年度開始） 75

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 訪問看護連携強化事業（平成21年度開始） 75

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 看護管理研修事業費（平成27年度開始） 76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 看護職員出向支援事業（平成27年度開始） 76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 訪問看護推進事業（令和2年度開始） 76

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 認知症疾患医療センター運営事業費「再掲」 76

・・・・・・・・・・・・ たん吸引等医療的ケア従事者・事業者等登録事業（平成23年度開始） 76

・・・・・・・・・・・・・ 介護予防・生活支援サービス等充実支援事業費（平成27年度開始） 77
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・・・・・・・・・・・・・・ 地域リハビリテーション指導者養成等事業費（平成27年度開始） 77

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域包括支援センター機能充実事業費（平成27年度開始） 78

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 権利擁護人材育成事業費（平成27年度開始） 78

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護ロボット導入支援事業費（平成28年度開始） 79

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護事業所生産性向上推進事業費（令和2年度開始） 79

５ 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

・・・・・・・・・ 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（平成22年度開始） 80

・・・・・・・・・・・・・・ 北海道障がい者権利擁護センター運営事業費（平成24年度開始） 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】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成20年度開始：環境生活部計上） 80

・・・・・・・・・・・ 成年後見制度市町村体制整備支援機能強化事業費（令和4年度開始）新 80

障がいのある人が暮らしやすい地域づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 心身障害者総合相談所費（昭和62年度開始） 道 81

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護給付費・訓練等給付費負担金（平成18年度開始） 81

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 重度訪問介護等利用促進事業費補助金（平成24年度開始） 81

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神保健福祉センター事業費（昭和43年度開始） 82

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神保健福祉事業（昭和50年度開始） 82

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ギャンブル等依存症対策事業費（令和元年度開始） 83

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障害者社会参加総合推進事業費（昭和41年度開始） 83

・・・・・・ 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】（平成2年度開始） 84

・ 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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成17年度開始）「再掲」 84

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 広域相談支援体制整備事業費（平成21年度開始） 84

・・・・・・・・・・・・・・・ 市町村地域生活支援事業費補助金（平成18年度開始）「再掲」 84

・・・・・・・・・・・・・・・・ 障がい児等支援体制整備事業費（平成17年度開始）「再掲」 85

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 身体障害者扶助費（昭和25年度開始）「再掲」 85

・・・・・・・・・・・・・・・・ 腎臓機能障がい者通院交通費補助金（昭和55年度開始） 道 85

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別障害者手当等支給事業費（昭和50年度開始） 86

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 心身障害者扶養共済保険運営事業費（昭和45年度開始） 86

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 重度障がい者医療的ケア等支援事業費（平成17年度開始） 86

・・・・・・・・・・・・・・・・ 医療的ケア児支援センター運営事業費（令和4年度開始）新 87

・・・・・・・・・・・・・・・・ 障害者介護給付等不服審査会運営事業費（昭和25年度開始） 87

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神障害者医療費公費負担事務費（昭和25年度開始） 87

・・・・・・・・・・・・・・・ 地域精神医療確保対策事業費（平成7年度開始） 道「再掲」 87

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神障害者医療費（昭和25年度開始） 87

・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神科救急医療体制整備事業費（平成10年度開始）「再掲」 87

・・・・・・・・・・ 重度心身障がい者医療給付事業費補助金（昭和48年度開始） 道「再掲」 88

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別児童扶養手当支給事務費（昭和39年度開始）「再掲」 88

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 育成医療給付費（昭和29年度開始）「再掲」 88

・ 私立幼稚園等管理運営費補助金【特別支援教育推進費】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（昭和50年度開始：総務部計上） 88

・・・ 視覚障がい者向け広報「ほっかいどう」発行費（昭和48年度開始：総合政策部計上） 道 89

・ 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）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成5年度開始：総合政策部計上） 道 89

・ 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）

（平成28年度開始：総合政策部計上） 道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89

・ 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】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（平成20年度開始：環境生活部計上）「再掲」 89

・・・・・・・・・ 心身障がい者（児）歯科診療事業費補助金（昭和57年度開始） 道「再掲」 90

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特殊歯科保健医療推進事業費（平成19年度開始）「再掲」 90

・・・・・ 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業費補助金（平成9年度開始） 道「再掲」 90

・・・・・・・・・・・・・・ 障害者技能競技北海道大会（平成14年度開始：経済部計上） 道 90

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別支援学校整備費（昭和25年度開始：教育庁計上） 90

・・・・・・・・・・・・・・・ 特別支援教育センター費（昭和62年度開始：教育庁計上） 道 90

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 理療研修センター費（平成6年度開始：教育庁計上） 道 91

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 就学奨励費（昭和29年度開始：教育庁計上） 91

・・・・・・・・ 特別支援学校医療的ケア体制整備事業費（平成17年度開始：教育庁計上） 道 91

・ 発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性向上事業（令和2年度開始：教育庁計上）・・・ 91

・・・・・・・・・・・・・ 特別支援教育総合推進事業費（平成21年度開始：教育庁計上） 道 91

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高次脳機能障がい者支援事業費（平成18年度開始） 91

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 精神障がい者地域生活支援事業（平成18年度開始） 92

・ 精神障がい者地域移行・地域定着促進事業費（平成27年度開始）・・・・・・・・・・・・・ 92

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 視覚障害者情報提供施設運営費補助金（昭和34年度開始） 92

・・・・・・・・・・・・・・・・ 聴覚障がい者情報提供施設運営費補助金（令和元年度開始） 92

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 手話通訳者設置事業費補助金（昭和49年度開始） 92

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 身体障害者補助犬育成事業費補助金（平成15年度開始） 93

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社会福祉施設整備事業費補助金（障がい者施設分） 道 93

・・・・・・・・・・・・ 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） 道 93

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障害支援区分認定調査員等研修事業（平成18年度開始） 93

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ひきこもり対策推進事業費（平成21年度開始） 93

・・・・ 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（平成22年度開始）「再掲」 94

・・・・・ ・・・・・・ 地域リハビリテーション支援体制推進事業費（平成2年度開始） 道 94

・・・・・・・・・・・・・・・ 障がい者用介護ロボット等導入支援事業費（令和元年度開始） 94

・ 北海道パラスポーツ連携促進事業（令和2年度開始：環境生活部計上）・・・・・・・・・・ 94

・・・・・・ ・・・・・・ スポーツをする・みる・ささえる促進事業（令和4年度開始） 新 95

・・・・・・・・・・・ ユニバーサルツーリズム推進事業費（令和元年度開始） 道 「再掲」 95

障がいのある人がもっと働ける環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・ 障がい者就業・生活支援センター事業費（平成18年度開始） 95

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 障がい者就労支援推進事業費（平成22年度開始） 95

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 職場適応訓練費（昭和38年度開始：経済部計上） 96

・・・・・・・・・・・・・ 公共訓練費（公共職業訓練手当）（昭和41年度開始：経済部計上） 96

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公共訓練費（実習費）（昭和33年度開始：経済部計上） 96

・・・・・・・・・ 潜在人材掘り起こし推進事業費（令和2年度開始：経済部計上） 「再掲」 96

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 農福連携促進事業費（平成29年度開始） 97

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 農福連携推進事業費（令和2年度開始：農政部計上） 97

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地場産業障がい者就労促進事業費（令和元年度開始） 98
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６ 安心して生活できる環境づくりのために
安心して食生活を送るための環境づくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品衛生監視費（昭和22年度開始） 道 99

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品衛生検査費（昭和45年度開始） 道 99

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食品衛生強化対策費補助金（昭和31年度開始） 道 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 乳肉及び水産食品衛生指導費（昭和22年度開始） 道 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ と畜検査費（昭和28年度開始） 道 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 牛海綿状脳症検査費（平成13年度開始） 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 食鳥検査指導費（平成2年度開始） 道 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活衛生広域監視指導事業費（平成10年度開始） 道 100

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ HACCP推進対策費（平成18年度開始） 道 101

安心して利用できる生活、環境衛生関係の施設づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活衛生監視費（昭和23年度開始） 道 101

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活衛生営業指導事業費（昭和49年度開始） 101

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公衆浴場経営安定対策事業費（昭和46年度開始） 道 101

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公衆浴場対策事業費補助金（昭和48年度開始） 道 102

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 温泉調査指導費（昭和23年度開始） 道 102

・・・・・・・・・・・・・・・・ 水道施設管理指導費（昭和46年度開始：環境生活部計上） 102

・・・・・・・・・・・・・・・・ 水道施設指導監督費（昭和37年度開始：環境生活部計上） 103

・・・ 生活基盤施設耐震化等交付金事業［水道施設分］（平成28年度開始：環境生活部計上） 103

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 水質衛生検査費（平成5年度開始：環境生活部計上） 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］）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（令和元年度開始：環境生活部計上） 103

・・・・・・・・・・・・・・・・ 水道企業団助成費用（令和2年度開始：環境生活部計上） 104

・・・・・・・・・・・・・・・・ 化学物質対策費（平成10年度開始：環境生活部計上） 道 104

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 建築物衛生指導費（昭和45年度開始） 104

・・・・・・・・・・・・・ 産業廃棄物監視指導費（昭和49年度開始：環境生活部計上） 道 104

感染症の予防や治療のための体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核対策費（昭和26年度開始） 104

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核予防費補助金（昭和26年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核医療施行事務費（昭和26年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核医療費（昭和26年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 感染症医療費（昭和26年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核・感染症サ－ベイランス対策費（昭和56年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 結核対策特別促進事業費（昭和61年度開始） 105

・・・・・・・・・・・・・・ 感染症対策危機管理体制基盤整備事業費（平成9年度開始） 道 105

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 感染症予防対策費（平成11年度開始） 106

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 感染症指定医療機関事業費補助金（平成11年度開始） 106

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 感染症予防費負担金（平成11年度開始） 106

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 予防接種対策費（昭和23年度開始） 106

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ エキノコックス症対策費（昭和40年度開始） 107

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ エイズ予防対策推進事業費（昭和62年度開始） 107

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 肝炎対策推進事業費（平成19年度開始） 107

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 風しん感染予防費（平成26年度開始） 107
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 狂犬病予防対策費（昭和25年度開始） 道 107

保健衛生上の危害がある薬物等の乱用防止に向けた環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 覚せい剤乱用防止啓発事業費（昭和57年度開始） 道 107

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 麻薬等取締費（昭和29年度開始） 108

ひとり親家庭等の経済的な自立などを支援する環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 母子・父子自立支援員設置費（昭和28年度開始） 道 108

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童扶養手当支給費（昭和60年度開始） 108

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 児童扶養手当支給事務費（昭和36年度開始） 道 108

・・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道母子寡婦福祉連合会補助金（昭和30年度開始） 道 109

・・・・・・・・・・・・・・・ 母子家庭等自立支援給付金支給等事業費（平成15年度開始） 109

・・・・・・・・・・・・・・ 母子家庭等就業・自立支援センター事業費（平成16年度開始） 109

・ ひとり親家庭自立促進事業費（令和2年度開始）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旧優生保護法一時金支給対応事務費（令和元年度開始） 109

・・・・・・・・・・・・・ 母子家庭の母等委託訓練事業費（平成17年度開始：経済部計上） 110

・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ひとり親家庭実態調査事業費（令和4年度開始） 新 110

・・・・・ 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（令和4年度開始） 新 110

戦傷病者、戦没者遺族及び原爆被爆者が安心して暮らすための環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原爆被爆者医療給付及び措置費（昭和32年度開始） 110

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原爆被爆者対策費補助金（昭和62年度開始） 110

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戦没者遺族対策の促進 111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戦没者叙勲事務 111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戦没者追悼費（昭和39年度開始） 道 111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道連合遺族会補助金（昭和27年度開始） 道 111

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 戦傷病者対策の促進 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 引揚者・戦傷病者等援護費（昭和43年度開始） 道 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旧軍人軍属の恩給 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 援護関係委託事務費 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定例未伝達勲章及び未伝達位記伝達事務 112

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中国帰国者等定着自立促進事業費 道 113

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中国帰国者等生活支援費（平成20年度開始） 113

生活困窮者の生活保障と自立に向けた環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活保護対策の推進 113

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活保護施行事務費 113

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活福祉資金貸付事業費補助金（昭和30年度開始） 114

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活困窮者自立支援事業費（平成27年度開始） 114

災害時における保健医療福祉の確保に向けた地域づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 災害救助基金積立金（昭和23年開始） 115

・・・・・・・・・・・・・・・・ 緊急用医薬品供給体制整備事業費（平成11年度開始） 道 115

・・・・・・・・・・・・ 災害派遣精神医療チーム体制整備事業（平成27年度開始）「再掲」 115

７ 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

・・・・・・・・・・・・ 保健医療福祉圏域連携推進会議運営事業費（平成20年度開始） 道 116

・・・・・・・・・・・・・ 北海道社会福祉協議会運営事業費補助金（昭和27年度開始） 道 116
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・・・・・・・・・・・・・・・ 北海道民生委員児童委員連盟補助金（昭和47年度開始） 道 116

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉のまちづくり推進費 道 116

・・・・・・ 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（昭和48年度開始） 117

・・・ 地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業)(昭和47年度開始：総合政策部計上） 道 117

・・・・・・・・・ バス利用促進等総合対策事業費補助金（平成9年度開始：総合政策部計上） 118

・・・・・ 交通エコロジー・モビリティ財団賛助会費（平成9年度開始：総合政策部計上） 道 118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホームレス実態調査費（平成20年度開始） 118

・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域生活定着支援センター運営事業費（平成22年度開始） 118

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ケアラー支援体制構築事業費（令和４年度開始） 新 118

支え合いの体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 民生委員関係経費（昭和23年度開始）「再掲」 119

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域の支え合い体制づくりの推進 119

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 災害救助基金積立金（昭和23年開始）「再掲」 119

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共生型地域福祉の推進 119

生活困窮者の生活保障と自立に向けた環境づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活保護対策の推進「再掲」 120

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活保護施行事務費「再掲」 120

・・・・・・・・・・・・・・・ 生活福祉資金貸付事業費補助金（昭和30年度開始）「再掲」 120

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 生活困窮者自立支援事業費（平成27年度開始）「再掲」 121

地域福祉を担う人材の養成・確保、資質の向上に向けた環境づくり
・・・・・・・・・・・ 介護福祉士養成施設運営費補助金（平成7年度開始：経済部計上） 道 121

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉人材センター運営事業費（平成4年度開始） 121

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護職員等研修事業費（昭和57年度開始） 122

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 保育士登録事務施行費（平成15年度開始） 道 122

・・・・・・・・ 民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業費補助金（昭和36年度開始） 道 122

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護従事者確保総合推進事業費（平成21年度開始） 122

・・・・・・・・ 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（平成22年度開始） 125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 外国人介護人材受入支援事業費（令和元年度開始） 125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉系高校修学資金等貸付事業費（令和3年度開始） 125

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護職員等処遇改善事業費補助金（令和4年度開始） 新 125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 共生型地域福祉の推進「再掲」 125

社会福祉を目的とする事業の促進に向けた体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉有償運送などの移動手段の確保 126

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第三者機関によるサービスの評価、結果公表の促進 126

・・・・・・・・・・・・ 福祉サービス運営適正化委員会補助金（平成12年度開始）「再掲」 126

利用者の利益を保護するための仕組みづくり
・・・・・・・・・・・・・ 地域福祉生活支援センター運営事業費補助金（平成11年度開始） 126

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 権利擁護人材育成事業費（平成27年度開始）「再掲」 127

・・・・ 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（平成22年度開始）「再掲」 127

・・・・・・・・・ 北海道障がい者権利擁護センター運営事業費（平成24年度開始）「再掲」 127

８ 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、看護職員等の養成・確保に向けた仕組みづくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中国黒竜江省医学技術交流事業費（平成2年度開始） 道 128
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 准看護師試験等施行費 128

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 看護職員等研修事業費（昭和48年度開始） 128

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域保健関係職員研修事業費（平成7年度開始） 道 128

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 看護師等養成所指定指導調査費（平成28年度開始） 128

生涯を通じた歯と口腔の健康を推進するための体制づくり
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域保健関係職員研修事業費（平成7年度開始）「再掲」 129

地域福祉を担う人材の養成・確保に向けた環境づくり
・・・・・・・ 介護福祉士養成施設運営費補助金（平成7年度開始：経済部計上） 道「再掲」 129

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉人材センター運営事業費（平成4年度開始）「再掲」 129

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護職員等研修事業費（昭和57年度開始）「再掲」 129

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 保育士登録事務施行費（平成15年度開始） 道「再掲」 130

・・・・・・・・・・・・・・・ 保育士資格取得に係るシステム改修事業費（令和3年度開始） 130

・・・・ 民間社会福祉施設職員等退職手当共済事業費補助金（昭和36年度開始） 道「再掲」 130

・・・・・・・・・・・・・・・ 介護従事者確保総合推進事業費（平成21年度開始）「再掲」 130

・・・・ 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（平成22年度開始）「再掲」 132

・・・・・・・・・・・・・・・ 外国人介護人材受入支援事業費（令和元年度開始）「再掲」 133

・・・・・・・・・・・・・・・ 福祉系高校修学資金等貸付事業費（令和3年度開始）「再掲」 133

・・・・・・・・・・・・・ 介護職員等処遇改善事業費補助金（令和4年度開始） 新「再掲」 133

９ 保健医療福祉を担う基盤づくりのために
利用者の視点に立った相談体制などの仕組みづくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地域保健関係職員研修事業費（平成7年度開始）「再掲」 134
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