
別記様式

令和３年度補助金等交付一覧
(総合政策部航空港湾局航空課 )

補助事業等の名称 補助事業等の概要 補助事業者等の名称 補助金等の額（円） 摘 要

道内地方空港新規 道内地方空港への新規航空路線の誘 株式会社北海道エア 2,275,032円 令和４年１月21日交付決定
路線誘致促進事業 致を通じ、新型コロナウイルス感染症 システム（札幌市） 令和４年７月13日公表

の感染拡大の影響で減少した航空需要
回復に資するため、道外空港と道内地
方空港間及び道内空港間を結ぶ路線に Peach･Aviation株式会社 4,200,000円 令和４年２月２日交付決定
就航する航空会社に対し、設備に要す （大阪府泉南郡田尻町） 令和４年７月13日公表
る経費及び地上支援業務に要する経費
について、予算の範囲内で補助する。

民間委託外空港チ 民間委託外空港へのチャーター便誘致 株式会社北海道エア 300,000円 令和３年６月21日交付決定
ャーター便誘致事 を通じ、新型コロナウイルス感染症拡 システム（札幌市） 令和４年７月13日公表
業 大の影響で減少した航空需要回復に資

するため、中標津空港、紋別空港、丘 株式会社北海道エア 300,000円 令和３年７月15日交付決定
珠空港、奥尻空港、利尻空港のいずれ システム（札幌市） 令和４年７月13日公表
かを発地または着地とするチャーター
便の運航に要する経費及び補助対象便 株式会社北海道エア 900,000円 令和４年２月９日交付決定
で使用する航空機燃料を道内の給油施 システム（札幌市） 令和４年７月13日公表
設のない空港へ輸送するため に要す
る経費に対して、予算の範囲内で補助 ㈱フジドリームエア 1,800,000円 令和３年８月４日交付決定
する。 ラインズ（愛知県西 令和４年７月13日公表

春日井郡豊山町）

㈱フジドリームエア 600,000円 令和４年１月11日交付決定
ラインズ （愛知県 令和４年７月13日公表
西春日井郡豊山町）

㈱フジドリームエア 1,050,000円 令和４年２月17日交付決定
ラインズ（愛知県西 令和４年７月13日公表
春日井郡豊山町）

丘珠空港周辺緑 道内航空網の拠点である丘珠空港と丘 札幌市 42,774,057円 令和３年 12月 17日交付決定
地整備事業 珠空港周辺の住民が良好な関係を保ち、 令和４年７月13日公表

空港と周辺住民が共存するために必要な

周辺環境整備を推進するため、札幌圏都

市計画緑地事業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。
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空港整備事業費補 空港法（昭和31年法律80号）第４条第 旭川市 15,080,519円 令和４年１月５日交付決定
助金 １項第６号に掲げる空港の整備を促進 令和４年７月13日公表

するため、予算の範囲内で補助する。
帯広市 27,668,033円 令和４年１月５日交付決定

令和４年７月13日公表

住宅騒音防止対策 航空機騒音防止法に基づき実施される 函館市 64,773円 令和４年２月22日交付決定
事業費補助金 住宅騒音防止事業を行う補助事業者に 令和４年７月13日公表

対し、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。

ハイジャック等防 航空機の不法奪取等の防止対策の一環 全日本空輸株式会社 27,239,133円 令和４年２月８日交付決定
止対策事業補助金 として、乗客所持品の検査を行い、も （東京都港区） 令和４年７月13日公表
（検査業務委託費） って航空交通の安全を図るため、予算

の範囲内で補助する。

ハイジャック等防 航空機の不法奪取等の防止対策の一環 全日本空輸株式会社 6,454,500円 令和４年２月８日交付決定
止対策事業補助金 として、乗客所持品の検査を行い、も （東京都港区） 令和４年７月13日公表
（保安施設設置費） って航空交通の安全を図るため、予算

の範囲内で補助する。

離島航空路線維持 離島における住民の生活に必要な旅客 株式会社北海道エア 奥尻～函館線 令和３年５月10日交付決定
対策事業(運航費 輸送の確保及び離島における空港の効率 システム 22,059,160円 令和４年７月13日公表
補助対象事業) 的な利用に資するため、離島航空路線の （札幌市）

就航に係る運航費に対して、予算の範囲

内において補助する。

離島航空路線維持 離島における住民の生活に必要な旅客 株式会社北海道エア 奥尻～函館線 令和３年８月18日交付決定
対策事業(路線維 輸送の確保及び離島における空港の効率 システム 14,395,226円 令和４年７月13日公表
持事業) 的な利用に資するため、離島航空路線の （札幌市）

就航に係る運航費に対して、予算の範囲

内において補助する。
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北海道特定有人 北海道本土と道内の特定有人国境離島 株式会社北海道エア 38,801,454円 令和３年７月15日交付決定
国境離島地域航 地域を結ぶ航空路運賃の低廉化に関し、 システム（札幌市） 令和４年７月13日公表
空路運賃低廉化 予算の範囲内において事業実施者に対し

事業 て交付金を交付する

全日本空輸株式会社 325,223円 令和３年７月15日交付決定
（東京都港区） 令和４年７月13日公表

新千歳空港周辺地 新千歳空港の24時間運用に関し、関 公益財団法人新千歳 700,000円 令和４年３月３日交付決定
域振興基金造成事 係地域の振興や活性化を推進するた 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表
業 め、新千歳空港周辺地域振興基金の造 団

成に対し、予算の範囲内で補助する。

新千歳空港周辺地 新千歳空港の24時間運用を円滑に推 公益財団法人新千歳 15,615,000円 令和４年３月１日交付決定
域振興基金運用益 進するため、新千歳空港周辺地域振興 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表
見合補助金 基金の運用益の目標金額に不足する金 団

額について、予算の範囲内で補助する。

地域振興特別対策 新千歳空港の24時間運用を円滑に推 苫小牧市 5,930,183円 令和４年３月14日交付決定
事業費補助金 進するため、苫小牧市が行う地域振興 令和４年７月13日公表

特別対策事業のうち、平成19年度から
21年度にかけて発行された起債の元利
償還額について、予算の範囲内で補助
する。

新地域振興特別対 新千歳空港の深夜・早朝時間帯発着 苫小牧市 56,871,787円 令和４年３月28日交付決定
策事業費補助金 枠拡大の合意に基づき、苫小牧市が行 令和４年７月13日公表

う地域振興特別対策事業の施設整備事
業費及び起債償還事業費について、予
算の範囲内で補助する。

（公財）新千歳空 公益財団法人新千歳空港周辺環境整 公益財団法人新千歳 27,198,698円 令和３年４月20日交付決定
港周辺環境整備財 備財団の健全な運営を図り、事業を円 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表
団運営事業費補助 滑に推進するため、予算の範囲内で補 団
金 助する。
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新千歳空港周辺地 新千歳空港の深夜・早朝時間帯発着 公益財団法人新千歳 8,956,575円 令和３年５月６日交付決定
域振興特別対策事 枠拡大の合意に基づき、苫小牧市の騒 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表
業（苫小牧市冷暖 音対策の住宅等に実施される冷暖房機 団
房機器等設置）補 器の更新に要する経費について、予算
助金 の範囲内で補助する。

千歳市空港周辺地 新千歳空港の深夜・早朝時間帯発着 公益財団法人新千歳 234,000,000円 令和３年５月11日交付決定
域生活環境等対策 枠拡大の合意に基づき、航空機騒音の 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表
基金造成補助金 軽減対策、地域の活性化及び住民生活 団

の安定・向上に資する事業を実施する
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。

住宅防音対策助成 新千歳空港の深夜・早朝時間帯発着 公益財団法人新千歳 637,901,000円 令和２年４月30日交付決定
事業費補助金 枠拡大の合意に基づき、航空機騒音の 空港周辺環境整備財 令和４年７月13日公表

影響の軽減・防止を図るため、公益財 団
団法人新千歳空港周辺環境整備財団が
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。


