
北海道告示第１０５０２号

北海道が令和２年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げる

職にある者に委任する。

令和２年４月１日

北海道知事 鈴 木 直 道

（総合政策部所管分）

補助金等を交付する事務 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交

又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 付に関する権 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先 限の委任

１ 北海道国際交流・協力総 公益社団法人北海 補助事業の執行上、知事が認めた次 10分の10以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

合センター補助金 道国際交流・協力 の経費とする。 （地域連携ネ 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

本道の国際化を推進し、豊 総合センター １ 給料、職員手当 ットワーク事 総政第18号様式 総政第31号様式 令和２年４月13日

かで活力ある地域社会の実現 ２ 共済費 業について 総政第20号様式 別に指示する様 提 出 先

を図るため、公益社団法人北 ３ 賃金 は、２分の１ 総政第32号様式 式 総合政策部国際局

海道国際交流・協力総合セン ４ 報償費 以内） 国際課

ターが実施する世界各国との ５ 旅費 寄附金その

国際交流事業や国際協力事業 ただし、旅費の支給において、 他の収入金が

について、予算の範囲内で補 経済的な経路及び方法の考え方は あるときは、

助する。 道の取扱いに準じる。 補助金等の額

６ 交際費 の算定に当た

ただし、補助事業の執行に係る り、当該寄附

会費及び贈呈品の購入に限る。 金その他の収

７ 需用費 入金の控除等

ただし、食糧費については、補 を行う。

助事業の執行上、直接的な必要性

から費消される経費に限る。

８ 役務費

９ 委託料

10 使用料及び賃借料

11 その他知事が必要と認める費用

２ 北海道・ロシア極東交流 北海道・ロシア 北海道・ロシア極東交流事業実行委 ２分の１以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

事業 極東交流事業実行 員会が実施する次の事業に要する経 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

北海道・ロシア極東交流事 委員会 費（ただし、参加者の旅行費・事務 総政第18号様式 総政第31号様式 令和２年４月13日

業実行委員会が実施する道の 局の謝金・慶弔費を除く。） 総政第20号様式 提 出 先

対ロ施策に合致したロシア極 １ 北海道・サハリン州青少年交流 総政第32号様式 総合政策部国際局

東・サハリン州との交流事業 事業 別に指示する様 国際課



に対して予算の範囲内で補助 ２ 北海道・サハリン州姉妹友好都 式

する。 市代表者会議

３ 移動通信用鉄塔施設整備 平成23年度以後に １ 過疎債を活用した場合 １ 過疎債を 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

事業費起債償還費補助事業 移動通信用鉄塔施 移動通信用鉄塔施設整備事業にお 活用した場合 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

地域間の情報通信格差是正 設整備事業におい いて発行した過疎債の当該年度の元 41分の6.3以 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

を図るため、移動通信用鉄塔 て過疎債又は辺地 利償還に要する経費 内 総政第20号様式 別に指示する様 提 出 先

施設整備事業を実施するため 債を活用し、無線 ２ 辺地債を活用した場合 ２ 辺地債を 別に指示する様 式 総合政策部情報統

に借り入れた過疎債又は辺地 通信の業務の用に 移動通信用鉄塔施設整備事業にお 活用した場合 式 計局情報政策課

債の元利償還金の一部につい 供する無線通信用 いて発行した辺地債の当該年度の元 55分の６以内

て、予算の範囲内で補助す 施設及び設備を設 利償還に要する経費

る。 置した市町村

４ プロパンガス価格安定事 離島振興法（昭和 家庭用プロパンガスの本土から離島 ２分の１以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部 総合振興局長

業 28年法律第72号） までの航路運送（復路を含む）に要 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限 又は振興局長

離島住民の生活の安定を図 第２条の規定によ する経費相当額 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

るため、予算の範囲内で補助 り離島振興対策実 総政第20号様式 総政第43号様式 提 出 先

する。 施地域に指定され 総政第43号様式 総合振興局又は振

た離島の地域を有 興局

する町

５ 夕張市財政再生支援対策 夕張市 夕張市が発行した再生振替特例債の 1.5分の0.25 総政第２号様式 提出部数 １部 実績報告は

費補助金 償還額のうち、利子償還に要する経 以内 総政第14号様式 提出期限 要しない。

夕張市が発行した再生振替 費 総政第18号様式 ・令和２年９月１

特例債について、夕張市の利 総政第31号様式 日償還分

子負担の低減を図るため、予 令和２年９月７日

算の範囲内において補助す ・令和３年３月１

る。 日償還分

令和３年３月８日

提 出 先

総合政策部地域行

政局市町村課

６ 運輸事業振興助成交付金 一般社団法人北海 次の事業に要する経費 定額 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 1部

旅客自動車運送事業及び貨 道バス協会 １ 軽油を燃料とする自動車を用い 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

物自動車運送事業の輸送力及 公益社団法人北海 て行われる運輸事業（以下「特定 総政第18号様式 総政第31号様式 令和２年６月30日

び安全運行の確保、輸送サー 道トラック協会 運輸事業」という。）を営む者が 総政第20号様式 提 出 先

ビスの改善、輸送コストの上 行う旅客又は貨物の輸送の安全の 総政第32号様式 総合政策部交通政

昇の抑制等に資することを目 確保に関する事業 別に指示する様 策局交通企画課

的に交付する。 ２ 特定運輸事業に係るサービスの 式

改善及び向上に関する事業

３ 特定運輸事業に係る公害の防

止、地球温暖化の防止その他の環

境の保全に関する事業



４ 特定運輸事業の適正化に関する

事業

５ 特定運輸事業を営む者の共同利

用に供する施設の設置又は運営に

関する事業

６ 特定運輸事業を営む者が震災そ

の他の災害に際し必要な物資を運

送するための体制の整備に関する

事業

７ 特定運輸事業を営む者の経営の

安定化に寄与する事業

ただし、当該事業に要する費用

に充てるための基金を設けて行わ

れるものに限る

８ 公益社団法人日本バス協会並び

に公益社団法人全日本トラック協

会に対する出えん

９ 国土交通大臣が総務大臣に協議

して定める事業

７ 道南いさりび鉄道株式会 道南いさりび鉄道 鉄道事業会計規則（昭和62年運輸省 10分の８以内 総政第２号様式 提出部数 １部 実績報告は

社経営安定化事業費補助金 株式会社 令第７号）別表第一による費用から 総政第14号様式 提出期限 要しない。

北海道新幹線新青森・新函 収益を控除した額 総政第18号様式 別に指示する日

館北斗間の開業に伴い、北海 総政第31号様式 提 出 先

道旅客鉄道株式会社から経営 別に指示する様 総合政策部交通政

分離された道南いさりび鉄道 式 策局交通企画課

線（五稜郭・木古内間）につ

いて、円滑な鉄道事業の実施

と安定的な経営を図るために

要する経費に対し、予算の範

囲内で補助する。

８ 北海道鉄道利用促進環境 北海道旅客鉄道株 交付対象者が単独では維持困難な線 定額（２億円 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

整備交付金 式会社 区において、指針の考え方に基づき を上限とす 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

北海道旅客鉄道株式会社が 実施する定時性や利便性、快適性の る。） 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

単独では維持困難な線区にお 向上などの利用促進に資する設備投 総政第20号様式 別に指示する様 提 出 先

いて、北海道交通政策総合指 資に直接要した本工事費及び附帯工 総政第32号様式 式 総合政策部交通政

針の考え方に基づき実施する 事費とし、人件費、維持管理費等の 別に指示する様 策局交通企画課

利用促進に資する設備投資に 経常的な経費については除く。 式

要する経費の一部に対し、予

算の範囲内で交付する。

９ 北海道離島航路旅客定期 離島航路旅客定期 提出部数 １部

航路事業 航路事業を営む者 提出期限

離島地域の振興並びに離島 別に指示する日



住民の民生の安定及び向上に 提 出 先

資するため、予算の範囲内で 総合政策部交通政

補助する。 策局交通企画課

（１）離島航路事業 航路損益計算書により算出された純 ２分の１以内 総政第14号様式 実績報告は

損失額 総政第39号様式 要しない。

総政第41号様式

総政第42号様式

別に指示する様

式

（２）運賃割引事業 離島航路旅客定期航路事業を行う場 ２分の１以内 総政第14号様式 総政第40号様式

合における次の経費 総政第39号様式

１ 離島住民の旅客運賃割引額（各 総政第40号様式

航路区間ごとの昭和55年１月１日 別に指示する様

現在の１キロ当たりの認可運賃 式

（２等旅客運賃）から13円50銭を

差し引いた額に当該航路区間のキ

ロ数を乗じて得た額（その額が現

行の運賃の５分の１に相当する額

を下回るものについては、当該運

賃の５分の１に相当する額。10円

未満の端数が生じたときは、四捨

五入する。）に当該航路区間ごと

の割引に係る利用人員を乗じて得

た額の合計額）

２ 離島在住の妊産婦の妊産婦運賃

割引額（妊産婦が検診又は出産の

ために離島航路の１等船室（１等

船室に自由席がない場合は２等船

室）又は急行料金を徴する船舶を

利用する場合において、毎年１月

１日現在の認可運賃（急行料金を

含む。）の３分の２に相当する額

（10円未満の端数が生じたとき

は、四捨五入する。）に当該航路

区間ごとの割引に係る利用人員を

乗じて得た額の合計額）

10 空港整備事業 空港整備をする地 空港整備事業（国庫補助事業に限 ２分の１以内 総政第９号様式 総政第９号様式 提出部数 １部

空港法(昭和31年法律80号) 方公共団体 る。）に要する経費のうち、次に掲 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

第４条第１項第６号に掲げる げるもの 総政第18号様式 総政第31号様式 令和２年12月１日

空港の整備を促進するため、 １ 建設事業費 総政第20号様式 提出先

予算の範囲内で補助する。 ２ １に係る地方債の元利償還に要 総合政策部航空局

する経費 航空課



11 住宅騒音防止対策事業費 航空機騒音防止法 １ 工事費 ２分の１以内 総政第９号様式 総政第９号様式 提出部数 １部

補助金 に定める特定飛行 本工事費、工事負担金及び工事 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

公共用飛行場周辺における 場の所在する市 雑費 総政第18号様式 総政第31号様式 令和３年２月１日

航空機騒音による障害の防止 ２ 事務費 総政第20号様式 総政第76号様式 提出先

等に関する法律（昭和42年法 ３ 設計監理費 総政第76号様式 別に指示する様 総合政策部航空局

律第110号。以下「航空機騒 （１）設計図書作成のための経費 別に指示する様 式 航空課

音防止法」という。）に基づ （２）工事監理を行うための経費 式

き実施される住宅騒音防止事 （３）所有者等が補助金の交付を受

業を行う補助事業者に対し、 けるために必要な経費

補助事業者の負担額の軽減を

図るため、予算の範囲内で補

助する。

12 丘珠空港周辺緑地整備事 札幌市 国庫補助事業及び単独事業に係る起 ３分の１以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

業 債（整備時助成の補助額の基礎とな 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

道内航空網の拠点である丘 る事業に限る。）の償還に要する額 総政第18号様式 総政第31号様式 令和３年２月26日

珠空港と丘珠空港周辺の住民 （国庫補助事業における市負担額の 総政第20号様式 別に指示する様 提出先

が良好な関係を保ち、空港と 全てに起債が認められた場合にあっ 別に指示する様 式 総合政策部航空局

周辺住民が共存するために必 ては、当該起債の償還に要する額） 式 航空課

要な周辺環境整備を推進する 及びその利息とする。ただし、交付

ため、札幌圏都市計画緑地事 税措置される額を除く｡

業46号丘珠空港緑地に要する

費用に対して、予算の範囲内

で補助する。

13 ハイジャック等防止対策 検査業務を実施す 航空運送事業者が北海道が管理する ２分の１以内 総政第75号様式 総政第75号様式 提出部数 １部

事業補助金 る航空運送事業者 地方管理空港において、エックス線 （検査業務委託 （検査業務委託 提出期限

航空機の不法奪取等の防止 透視等手荷物検査装置又は金属探知 費の場合に限 費の場合に限 別に指示する日

対策の一環として、乗客所持 機を使用して検査業務を実施する事 る。） る。） 提出先

品の検査を行い、もって航空 業に要する経費のうち、次に掲げる 総政第６号様式 総政第６号様式 総合政策部航空局

交通の安全を図るため、予算 経費とする。ただし、消費税及び地 （保安施設設置 （保安施設設置 航空課

の範囲内で補助する。 方消費税を除き、女満別空港に係る 費の場合に限 費の場合に限

経費については、令和３年２月28日 る。） る。）

までに実施する事業に限る。 総政第14号様式 総政第29号様式

（１）検査業務委託費 総政第18号様式 総政第31号様式

検査業務の外注委託に要する 総政第20号様式

経費 総政第32号様式

（２）保安施設設置費 別に指示する様

エックス線透視等手荷物検査 式

装置及び金属探知機又は監視装

置の設置及び更新に要する経費

14 離島航空路線維持対策事 株式会社北海道エ 補助対象事業により発生した経常損 ３分の１以内 総政第２号様式 提出部数 １部 実績報告は

業（路線維持事業） アシステム 失額から運航費補助対策事業の補助 又は経常損失 総政第14号様式 提出期限 要しない。



離島における住民の生活に 対象経費（以下、「運航費補助対象 額の10分の１ 総政第18号様式 令和元年度決算確

必要な旅客輸送の確保及び離 経費」という。）を除いた額とし、 の額を控除し 総政第31号様式 定後30日以内

島における空港の効率的な利 その上限は、補助対象者が算出した た額の２分の 別に指示する様 提出先

用に資するため、離島航空路 実績損失見込額から運航費補助対象 １以内 式 総合政策部航空局

線の就航に係る航空路線維持 経費を除いた額とする。ただし、消 航空課

に要した費用に対して、予算 費税及び地方消費税に相当する額

の範囲内において補助する。 は、含めないものとする。

15 離島航空路線維持対策事 株式会社北海道エ 補助対象事業に要した次の経費と ２分の１以内 総政第２号様式 提出部数 １部 実績報告は

業（運航費補助対象事業） アシステム し、その上限は、地域公共交通確保 総政第14号様式 提出期限 要しない。

離島における住民の生活に 維持改善事業費補助金交付要綱（平 総政第18号様式 令和２年４月24日

必要な旅客輸送の確保及び離 成23年３月30日国総計第97号）第62 総政第31号様式 提出先

島における空港の効率的な利 条により定められた額とする。 別に指示する様 総合政策部航空局

用に資するため、離島航空路 航空燃油費、航空機燃料税、空港使 式 航空課

線の就航に係る運航費に対し 用料、航空機材維持費、整備費、運

て予算の範囲内において補助 航乗務員人件費、客室乗務員人件

する。 費、運航部門費、運送部門費、営業

部門費、一般管理費、代理店手数

料、営業外費用

16（公財）新千歳空港周辺環 公益財団法人新千 公益財団法人新千歳空港周辺環境整 10分の10以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

境整備財団運営事業費補助 歳空港周辺環境整 備財団の運営に必要な経費。ただ 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

金 備財団 し、北海道から派遣している職員に 総政第18号様式 総政第31号様式 令和２年４月８日

公益財団法人新千歳空港周 係る人件費は除く。 総政第20号様式 提出先

辺環境整備財団の健全な運営 総政第32号様式 総合政策部航空局

を図り、事業を円滑に推進す 別に指示する様 航空課

るため、予算の範囲内で補助 式

する。

17 住宅防音対策助成事業費 公益財団法人新千 公益財団法人新千歳空港周辺環境整 100分の95以 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

補助金 歳空港周辺環境整 備財団が行う住宅防音工事助成事業 内 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

新千歳空港周辺地域におけ 備財団 に要する経費 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

る深夜・早朝の時間帯におけ 総政第20号様式 別に指示する様 提出先

る航空機騒音の影響の軽減・ 総政第32号様式 式 総合政策部航空局

防止を図るため、公益財団法 別に指示する様 航空課

人新千歳空港周辺環境整備財 式

団が行う住宅防音工事助成事

業に対し、予算の範囲内で補

助する。

18 新地域振興特別対策事業 苫小牧市 苫小牧市が行う地域振興特別対策事 10分の９以内 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

費補助金 業のうち次に掲げる経費 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

新千歳空港の24時間運用を 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

円滑に推進するため、予算の 総政第20号様式 提出先

範囲内で補助する。 総合政策部航空局



航空課

（１）施設整備等事業費 １ 起債の対象となる次の経費につ

いては、当該起債対象経費から起

債充当額及び事業費補正額を差し

引いて得た額

（１）設計監理費のうち実施設計

費、工事監理費

（２）用地造成費

（３）用地取得費

（４）施設整備費及び付帯施設整備

費

（５）既存施設の大規模な改良、改

築費

（６）事務費（会食に要する経費は

除く。）

（７）その他

２ 起債の対象とならない経費で必

要と認める経費

（２）起債償還事業費 施設整備等事業費の欄中の許可され

た起債の元利償還費については、当

該起債の元利償還費から地方交付税

算入額を差し引いて得た額

19 新千歳空港周辺地域振興 公益財団法人新千 新千歳空港周辺地域振興基金の運用 定額 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

基金運用益見合補助金 歳空港周辺環境整 益の目標金額に不足金額を積立する 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

新千歳空港の24時間運用を 備財団 ために要する経費 総政第18号様式 総政第31号様式 令和３年２月26日

円滑に推進するため、予算の 総政第20号様式 提出先

範囲内で補助する。 総政第32号様式 総合政策部航空局

航空課

20 新千歳空港周辺地域振興 公益財団法人新千 公益財団法人新千歳空港周辺環境整 定額 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

基金造成事業 歳空港周辺環境整 備財団が行う新千歳空港周辺地域振 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

新千歳空港の24時間運用に 備財団 興基金の造成に要する経費 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

関し、関係地域の振興や活性 総政第20号様式 提出先

化を進めるため、新千歳空港 総政第32号様式 総合政策部航空局

周辺地域振興基金の造成に対 航空課

し、予算の範囲内で補助す

る。

21 新千歳空港周辺地域振興 公益財団法人新千 公益財団法人新千歳空港周辺環境整 ・工事費及び 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

特別対策事業（苫小牧市冷 歳空港周辺環境整 備財団が行う苫小牧市冷暖房機器設 設計監理費 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

暖房機器等設置） 備財団 置に要する経費 100分の81 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

新千歳空港の24時間運用を ・手続代行等 総政第20号様式 別に指示する様 提出先



円滑に推進するため、予算の 事務費 総政第32号様式 式 総合政策部航空局

範囲内で補助する。 100分の90 別に指示する様 航空課

式

22 地域振興特別対策事業費 苫小牧市 苫小牧市が行う地域振興特別対策事 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

補助金 業のうち次に掲げる経費 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

新千歳空港の24時間運用を 総政第18号様式 総政第31号様式 令和３年２月26日

円滑に推進するため、予算の 総政第20号様式 提出先

範囲内で補助する。 総合政策部航空局

航空課

（１）施設整備等事業費 １ 起債の対象となる次の経費につ 10分の９以内

いては、当該起債対象経費から起

債充当額及び事業費補正額を差し

引いて得た額

（１）設計監理費のうち実施設計

費、工事監理費

（２）用地造成費

（３）用地取得費

（４）施設整備費及び付帯施設整備

費

（５）既存施設の大規模な改良、改

築費

（６）事務費（会食に要する経費は

除く。）

（７）その他

２ 起債の対象とならない経費で必

要と認める経費

（２）起債償還事業費 １ 施設整備等事業費の欄中の許可 10分の10以内

された起債の元利償還費について

は、当該起債の元利償還額から地

方交付税算入額を差し引いて得た

額

２ 平成19年度から平成21年度にか ２分の１以内

けて発行された起債の平成22年度

以降に係る元利償還額

23 千歳市空港周辺地域生活 公益財団法人新千 千歳市空港周辺地域生活環境等対策 定額 総政第２号様式 総政第２号様式 提出部数 １部

環境等対策基金造成補助金 歳空港周辺環境整 基金造成に係る経費 総政第14号様式 総政第29号様式 提出期限

「深夜・早朝の時間帯にお 備財団 総政第18号様式 総政第31号様式 別に指示する日

ける航空機の離着陸回数の変 総政第20号様式 別に指示する様 提出先

更に関する覚書」に基づき、 総政第32号様式 式 総合政策部航空局

航空機騒音の軽減対策、地域 航空課

の活性化及び住民生活の安定



・向上に資する事業等を実施

することを目的として、公益

財団法人新千歳空港周辺環境

整備財団に千歳市空港周辺地

域生活環境等対策基金を造成

するため、予算の範囲内で補

助する。


