
事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

北海道 分散型エネルギーリソース導入促進事業 ・分散型エネルギーリソースの普及状況やエネルギー消費実態の調査

・分散型エネルギーリソースの活用モデルの策定及びその普及啓発事業

8,104,560 8,104,560 道内外一円

北海道 地域新エネルギー導入調査総合支援事業 ・新エネルギー導入加速化調査支援事業

・地熱・温泉熱アドバイザー派遣

・洋上風力発電導入促進事業

13,170,490 13,170,490 道内一円

北海道 環境・エネルギー産業総合支援事業 ・環境産業関連実態等調査、開発・参入支援及び人材育成事業（セミナー、オンライン相談

会）

・環境関連製品の販路拡大及び普及啓発事業（展示会）

・環境・エネルギー産業総合支援事業（開発支援事業）補助3件

25,738,993 25,738,993 道内外一円

北海道 水素関連産業化促進事業 ・再エネ水素大規模生産・利活用事業計画等検討会への出席

・水素関連産業参入支援（サポート需要の把握、参入に向けたサポート窓口の設置）事業

13,932,006 13,932,006 道内外一円

北海道 環境負荷低減型産業集積・人材育成事業 ・データセンター誘致に向けた商談会・セミナーの開催及び情報発信事業

・自動運転車開発拠点化促進（展示会、現地視察会、検討会開催）事業

・次世代自動車関連ものづくり産業振興（サイエンスパークへの出展、ものづくり現場見学）事

業

28,678,302 28,678,302 道内外一円

北海道 高等技術専門学院実習機器更新改修事業 ・汎用フライス盤1台の更新（室蘭高等技術専門学院)

・PCワークステーション及びNCデータ入力システムの更新（北見高等技術専門学院）

26,043,270 26,043,270 室蘭市みゆき町ほか1件

北海道 原子力環境センター試験研究科業務委託事業 ・泊発電所周辺地域における温排水影響調査（水温・流況・水質・底質等）、水産試験研

究

・岩宇地域の農業試験研究

22,630,495 22,630,495 共和町宮丘

北海道 脱炭素社会構築事業 ・脱炭素社会の実現に向けた効果的な情報発信手法の構築に係る調査

・水素社会促進（FCVの普及啓発イベント、防災訓練）事業

10,665,857 10,665,857 道内一円

北海道 北海道栽培漁業瀬棚センター省エネルギー化改修事業 センター省エネルギー化改修工事

・取水ポンプ電動機4台の更新

・可変電圧・可変周波数(VVVF)制御盤の設置

・海水バイパスの改修

48,077,060 48,077,060 せたな町瀬棚区

北海道 漁労作業技術高度化整備事業 クレーン付きトラック1台の更新

10,818,541 10,818,541 鹿部町一円

北海道 木質バイオマス資源活用促進事業 低コスト集荷・搬出拠点効果検証事業 4,789,894 4,789,894 道内一円



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

北海道 原子力立地給付金交付事業 小売電気事業者等から電気の供給を受けている一般家庭、工場等に対する給付金 123,578,146 123,578,146 泊村、共和町、神恵内村、幌延町

北海道 戦略的省エネ促進事業 ・省エネ・節電の普及啓発のため事業者向けリーフレット（100,000部）、家庭向けパンフレット

（3,000部）を作成し・配布

・エネルギーの効率的利用に貢献した企業等表彰（5社）

1,233,531 1,233,531 道内一円

北海道 食品産業エネルギー利用効率向上支援事業 食品工場等における食品ロス削減等の取組実態や課題の調査及び省エネや食品ロス削減対

策活動の中核的な役割を担う人材育成事業

6,807,620 6,807,620 道内一円

北海道 道立学校維持補修事業 屋内体育館照明設備のLED化改修工事（苫小牧西高校：52基、留萌高校：24基） 14,190,000 14,190,000 苫小牧市青葉町ほか1件

北海道 道立保健所エックス線装置等整備事業 診断用エックス線装置1セット（渡島保健所）、エックス線画像読取装置3セット（江別・苫小

牧・富良野保健所）の購入

6,886,000 6,886,000 函館市美原ほか3件

北海道 自然公園内公衆便所省エネ改修事業 ・大沼国定内公園公衆便所における照明設備（LED化67箇所）の更新

・釧路湿原国立公園における公衆便所設備（ブロワーポンプ1台）、さく井施設

（水中ポンプ1台）の購入

3,027,200 3,027,200 七飯町字大沼町ほか2件

北海道 交通信号機改良工事 信号灯器のLED化（交差点2箇所） 6,362,697 6,362,697 苫小牧市柳町ほか1件

北海道 高等技術専門学院実習機器更新改修事業【下期】 ・円筒研削盤の更新（札幌高等技術専門学院）

・PCワークステーション及びNCデータ入力システムの更新（函館高等技術専門学院）

28,752,460 28,752,460 札幌市東区ほか1件

北海道 道立工業技術センター設備整備事業【下期】 マイクロ分析天秤、自動研磨機、分光測色計、遺伝子増幅装置、薬用保冷庫、純水製造装

置、超低温フリーザー各一式の購入

17,314,660 17,314,660 函館市桔梗町

北海道 地域食品加工技術センター省エネ対応設備整備事業【下期】 ・K値測定装置、蛋白質迅速定量装置、急速凍結装置、チョッパー、融潰機の購入（オホーツ

ク圏地域食品加工技術センター）

・ガスクロマトグラフ2、減圧乾燥機の購入（十勝圏地域食品加工技術センター）

20,055,970 20,055,970 北見市大正ほか1件

北海道 道立保健所エックス線装置整備事業【下期】 診断用エックス線装置2セットの購入（帯広、上川保健所） 4,950,000 4,950,000 旭川市永山ほか1件



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

共和町 小型動力ポンプ付積載車整備事業 小型動力ポンプ付積載車１台の購入 12,595,000 11,700,000 共和町宮丘

共和町 共和町電源立地交付金公共施設維持基金造成事業 対象施設：共和町内の公共用施設

対象事業：対象施設の維持修繕、維持補修に係る事業

32,777,000 32,777,000 共和町南幌似

共和町 共和町電源立地交付金公共施設整備基金造成事業 対象施設：共和町内の公共用施設

対象事業：町内の公共用施設整備に係る事業

75,000,000 75,000,000 共和町南幌似

新ひだか町 静内保育所運営事業 保育士7名、栄養士1名の人件費（5～2月分） 35,601,981 33,728,000 新ひだか町静内緑町

ニセコ町 ニセコ町幼児センター運営事業 保育士2名の人件費（7～12月分） 5,871,390 5,362,000 ニセコ町字富士見

日高町 日高町立日高保育所運営事業 保育士3名の人件費（5～12月分） 12,766,568 11,174,000 日高町本町

むかわ町 福住たこ公園遊具整備事業 遊具1基の整備 21,615,000 7,538,000 むかわ町福住

愛別町 愛別町立保育所及び愛別幼稚園運営事業 保育士4名の人件費（6～10月分） 5,433,500 4,604,000 愛別町字北町

旭川市 旭川市立新旭川保育所運営事業 看護師1名の人件費（7月分） 171,000 100,000 旭川市大雪通

芦別市 芦別市立保育園運営事業 保育士8名の人件費（7～1月分） 15,322,900 13,389,000 芦別市本町

安平町 安平町立小中学校維持運営事業 町内小中学校の燃料費（10～1月分） 6,415,685 6,243,000 安平町追分ほか4件



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

伊達市 伊達市立保育所運営事業 保育士10名の人件費（7～10月分） 13,660,800 11,891,000 伊達市竹原町

羽幌町 羽幌町学校給食センター運営事業 調理員3名の人件費（9月分） 373,059 100,000 羽幌町南5条

浦臼町 浦臼町保健センター運営事業 保健師1名の人件費（8～9月分） 456,000 330,000 浦臼町字ウラウシナイ

猿払村 猿払村国民健康保険病院運営事業 医療職員及び事務職員19名の人件費（9～11月分）、医療職員の人件費

（9月分）

20,818,300 20,654,268 猿払村鬼志別北町

遠軽町 遠軽町保育所運営事業 保育士13名の人件費（9～11月分） 9,587,340 8,425,000 遠軽町1条通ほか3件

奥尻町 奥尻町町民センター維持管理事業 奥尻町町民センターの電気料金（11～1月分） 166,347 100,000 奥尻町字赤石

下川町 下川町認定こども園運営事業 保育士1名の人件費（1月分） 280,300 100,000 下川町南町

歌志内市 観光ＰＲ用頒布品製作事業 観光ポスター50枚、観光カレンダー200部の製作 385,000 316,000 歌志内市字本町

岩内町 いわないパークゴルフ場植栽等管理事業 いわないパークゴルフ場における植栽等管理費（5～11月分） 7,898,000 7,500,000 岩内町字野束

岩内町 岩内町都市公園管理運営事業 岩内町都市公園における管理運営費（5～11月分） 9,282,900 9,200,000 岩内町一円

岩内町 岩内町保健福祉・居宅介護サービス提供事業 保健師4名、栄養士1名、介護支援専門員3名の人件費（5～2月分） 34,612,629 25,900,000 岩内町一円



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

岩内町 岩内町学校教育施設管理運営事業 小学校2校、中学校2校における維持管理費（5～2月分） 20,735,000 20,169,816 岩内町字東山ほか3件

岩内町 岩内地方文化センター管理運営事業 岩内地方文化センターにおける清掃及び設備管理費（5～2月分） 30,795,600 28,981,000 岩内町字万代

岩内町 岩内町資源物リサイクル・ごみ処理事業 町内一円における資源物収集業務及びごみ収集等業務（5～2月分） 97,581,000 66,272,000 岩内町一円

岩内町 岩内町霊苑管理運営事業 岩内町霊苑における管理運営費（5～2月分） 6,325,000 6,100,000 岩内町字敷島内

岩内町 岩内町働く婦人の家管理運営事業 岩内町働く婦人の家における清掃・管理運営費（5～2月分） 2,915,000 2,700,000 岩内町字高台

岩内町 いわない温泉管理運営事業 いわない温泉の供給施設における管理運営費（5～2月分） 16,408,000 15,700,000 岩内町字野束

岩内町 岩内町保育所運営事業 保育士20名の人件費及び保育所の管理運営費（5～2月分） 87,239,055 75,700,000 岩内町字東山ほか2件

岩内町 岩内町地域交流センター・町民体育館管理運営事業 地域交流センター・町民体育館における管理運営費（5～2月分） 8,995,000 8,700,000 岩内町字高台

岩内町 岩内町小中学校給食調理事業 小中学校給食調理業務（12月分） 3,604,700 200,000 岩内町字東山ほか3件

岩内町 岩内町公共用施設維持修繕・維持補修基金造成事業 対象施設：岩内町内の公共用施設

対象事業：対象施設の維持修繕、維持補修に係る事業

75,000,000 75,000,000 岩内町字高台

京極町 京極町保育園運営事業 保育士6名の人件費（6～10月分） 7,112,000 5,996,000 京極町字三崎



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

倶知安町 くっちゃん保育所ぬくぬく運営事業 保育士13名の人件費（9～10月分） 6,142,200 4,400,000 倶知安町南3条

釧路市 釧路市国民健康保険阿寒診療所運営事業 医師1名の人件費（6～10月分） 6,437,500 6,183,000 釧路市阿寒町

釧路市 釧路市国民健康保険音別診療所運営事業 看護師6名の人件費（7～9月分） 5,966,100 5,784,000 釧路市音別町

栗山町 発達支援センター事業 センター職員2名の人件費（6～10月分） 5,279,340 4,705,000 栗山町朝日

恵庭市 恵庭市立保育園運営事業 保育士1名の人件費（8月分） 378,600 127,000 恵庭市柏陽町

古平町 古平町医療・福祉施設等事業運営基金造成事業 対象施設：古平町立診療所

対象事業：医療提供体制の維持に係る事業

75,000,000 75,000,000 古平町大字浜町

厚真町 厚真町学校給食センター直膨ユニット更新事業 直膨ユニットの更新工事 25,080,000 16,644,000 厚真町新町

江別市 市道街路樹剪定委託事業 街路樹の剪定669本 7,414,000 568,000 江別市元江別本町

今金町 国際交流推進アドバイザー活用事業 国際交流推進アドバイザー1名の人件費（5～2月分） 3,000,000 2,850,000 今金町字今金

今金町 健康教育アドバイザー活用事業 健康教育アドバイザー1名の人件費（5～2月分） 1,744,000 1,664,000 今金町字今金

砂川市 砂川市立保育所運営事業 保育士6名の人件費（8～10月分） 3,616,866 2,534,000 砂川市東5条ほか2件



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

札幌市 消防車両整備事業（はしご付消防ポンプ自動車重点整備） はしご付消防ポンプ自動車１台のオーバーホール  （新琴似出張所） 30,525,000 20,360,000 札幌市北区

三笠市 三笠市立保育所・児童館運営事業 保育士3名の人件費（7～1月分） 7,394,700 4,636,000 三笠市若松町ほか1件

士別市 体育施設整備事業 朝日農業者トレーニングセンターの玄関ポーチ補修工事 2,255,000 1,902,000 士別市朝日町

士別市 士別市立あさひ保育園運営事業 保育士2名の人件費（6～11月分） 4,418,160 3,926,000 士別市朝日町

士幌町 士幌町立幼保連携型認定こども園運営事業 保育士4名の人件費（6～10月分） 5,632,000 4,400,000 士幌町字士幌

鹿追町 ひまわりセンター用プラスチック圧縮機購入事業 プラスチック圧縮機一式の購入 9,350,000 4,651,000 鹿追町元町

鹿部町 イベント用テント整備事業 イベント用テント7張の更新 1,258,400 1,258,400 鹿部町字宮浜

鹿部町 山村広場用トラクター整備事業 トラクター1台の購入 2,447,500 2,447,500 鹿部町字宮浜

鹿部町 鹿部町幼稚園運営事業 幼稚園職員3名の人件費（12月分） 884,900 694,100 鹿部町字宮浜

七飯町 七飯町保健・健康推進事業 保健師4名の人件費（6～10月分） 5,821,500 4,634,000 七飯町本町



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

室蘭市 室蘭市産業振興条例に基づく補助金 施設設置・雇用補助に係る補助1件 59,600,000 3,654,000 室蘭市一円

斜里町 双葉保育園管理運営事業 保育士1名の人件費（8月分） 195,500 100,000 斜里町朝日町

小樽市 小樽市立保育所運営事業 保育士8名の人件費（6～11月分） 10,194,520 9,315,000 小樽市奥沢ほか4件

小樽市 街路樹等剪定事業 街路樹の剪定248本 4,070,000 4,000,000 小樽市入船ほか

上砂川町 かみすながわ炭鉱館運営事業 管理人1名の人件費（5～10月分） 461,142 375,000 上砂川町本町

上士幌町 上士幌町認定こども園運営事業 保育教諭6名の人件費（7～1月分） 16,008,295 13,449,000 上士幌町字上士幌

上川町 上川町中央保育所運営事業 所長1名、事務員1名、保育士6名、管理栄養士1名、会計年度任用保育士 5名、看護師1

名の人件費（6～2月分）

29,797,787 29,598,000 上川町北町

新冠町 新冠町立国民健康保険診療所運営事業 医師3名、看護師5名、准看護師1名、理学療法士1名の人件費（6～10月分） 24,788,000 22,674,000 新冠町字中央町

新十津川町 健康づくりサービス提供事業 保健師2名の人件費（9月分） 626,300 332,000 新十津川町字中央

新得町 新得町子育て事業 保育士12名の人件費（5～2月分） 41,082,472 26,968,000 新得町西1条ほか2件

森町 森町水産系副産物再資源化施設作業車整備事業 ホイールローダ1台の更新 13,137,030 4,907,000 森町字尾白内町



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

深川市 深川市立高等看護学院新築工事に係る備品購入 実習機材（高齢者体験装具、電動ベッド他）の購入 7,557,000 4,584,000 深川市6条

神恵内村 神恵内村保健・福祉推進事業 保健師2名、保育所長1名及び保育士5名の人件費（5～2月分） 32,205,718 31,000,000 神恵内村大字神恵内村

神恵内村 岩内・寿都地方消防組合神恵内支署活動支援事業 消防士6名の人件費（5～2月分） 24,869,984 21,594,000 神恵内村大字神恵内村

神恵内村 神恵内村水産振興補助事業 古宇郡漁業協同組合への補助（神恵内沖ホタテ養殖施設調査及び工事設計、神恵内荷

捌・製氷施設工事設計、養殖カゴ洗浄機購入）

31,960,000 31,960,000 神恵内村大字神恵内村

神恵内村 神恵内村未来創成教育支援基金造成事業 奨学金の給付、返還補助に係る事業 2,111,000 2,111,000 神恵内村大字神恵内村

清水町 清水町立しみず保育所運営事業 保育士8名の人件費（7～9月分） 6,377,400 4,931,000 清水町北1条

石狩市 母子保健対策事業 保健師4名の人件費（9～10月分） 2,549,600 2,253,000 石狩市花川北

赤平市 エルム高原施設除雪用タイヤショベル整備事業 除雪用タイヤショベルスパイクタイヤ4本の購入 774,400 330,000 赤平市幌岡町

占冠村 占冠村立学校運営事業 公務補3名の人件費（6～1月分） 4,874,100 4,400,000 占冠村字中央ほか1件

壮瞥町 町立そうべつ保育所運営事業 保育士4名の人件費（6～10月分） 6,295,000 5,525,000 壮瞥町字滝之町

足寄町 足寄町国民健康保険病院運営事業 医療職員26名の人件費（9～11月分） 25,404,000 25,057,000 足寄町南2条



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

滝上町 移住活性化事業 北海道移住・交流フェア連動企画「北海道生活10-11月号」へ1ページ掲載 176,000 100,000 滝上町字滝ノ上

滝川市 滝川市立図書館自動体外式除細動器（AED）更新事業 滝川市図書館のAED1台の更新 141,900 141,900 滝川市大町

滝川市 滝川第三小学校防火シャッター危害防止装置蓄電池交換事業 危険防止装置中継器蓄電池の交換（31ヵ所） 579,700 360,100 滝川市花月町

知内町 特別支援教育支援事業 特別支援教育支援員10名の人件費（6～10月分） 5,531,498 1,587,000 知内町字重内ほか3件

知内町 地域活性化イベント開催支援事業（カキVSニラまつり実行委員会助

成）

実行委員会への開催経費の補助（会場・駐車場設営費、広告費、事務費等） 1,274,454 1,274,454 知内町字重内

知内町 知内町電源立地促進対策交付金施設維持基金造成事業 対象施設：知内町中央公民館及び知内町農業センター対象事業：対象施設の維持補修に

係る事業

1,000,000 1,000,000 知内町字重内

知内町 災害時物資運搬用車両整備事業 災害時物資運搬用車両1台の整備 3,582,216 3,000,000 知内町字元町

中札内村 認定こども園中札内きらきら保育園運営事業 保育士6名の人件費（7～10月分） 4,814,547 4,615,000 中札内村東4条

中川町 中川町幼児センター保育事業 保育士6名の人件費（6～9月分） 10,405,555 9,653,880 中川町字中川

中頓別町 中頓別町国民健康保険病院運営事業 医師1名の人件費（8～12月分） 11,146,459 10,410,576 中頓別町字中頓別

中富良野町 中富良野町特別養護老人ホームこぶし苑運営事業 介護福祉士6名の人件費（6～11月分） 9,297,600 4,669,000 中富良野町東町



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

津別町 緑町老人福祉寮屋根改修工事 屋根鉄板撤去  359.62m2屋根葺替  359.62m2 4,587,000 3,158,000 津別町字緑町

津別町 中央公民館音響設備ワイヤレス機器更新 受信設備1台、ワイヤレスマイク3台の更新 627,000 627,000 津別町字豊永

津別町 津別町給食センター運営事業 調理師5名の人件費（12月分） 765,700 715,000 津別町字幸町

天塩町 天塩町立国民健康保険病院運営事業 医療職員15名の人件費（8～11月分） 22,158,800 19,599,392 天塩町字川口

東神楽町 東神楽町中央保育園運営事業 保育士3名の人件費（8～12月分） 7,511,878 4,625,000 東神楽町南2条

東川町 東川町幼児センター運営事業 保育士5名の人件費（7～10月分） 6,676,800 5,071,000 東川町西4号

洞爺湖町 桜ヶ丘保育所運営事業 保育士4名の人件費（7～11月分） 6,423,500 5,430,000 洞爺湖町洞爺湖温泉

苫小牧市 学校給食用食缶類整備事業 温食用食缶（13L:160個、9L:20個）、主菜用食缶（9L:170個）、温食・主菜用食缶

（4L:40個）、副食用食缶（4L:180個）、ステンレス敷網

（20個）、蓄冷材（180個）、蓄冷材用かご（18個）の購入

22,990,000 11,894,000 苫小牧市美原町

苫小牧市 テクノセンター正面玄関屋根ガラス改修等工事 ポーチ庇ガラス交換、鉄骨等塗装塗替工事一式 2,046,000 2,000,000 苫小牧市字柏原

奈井江町 奈井江町認定こども園運営事業 保育士1名の人件費（6月分） 379,900 352,000 奈井江町字奈井江町

南富良野町 南富良野町立保育所運営事業 保育士5名の人件費（6～10月分） 5,937,400 5,746,000 南富良野町字幾寅ほか1件



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

泊村 村内教育関連施設維持運営事業 村内の教育関連施設の人件費及び委託料（５月～３月分）、光熱水費

（８ヶ月分）、消耗品費、修繕費

30,965,457 30,000,000 泊村大字盃村ほか4件

泊村 泊村簡易水道施設整備基金造成事業 対象施設：泊村簡易水道施設

対象事業：対象施設の整備に係る事業

75,000,000 75,000,000 泊村大字盃村

白糠町 白糠町保育運営事業 保育士1名の人件費（7月分） 373,400 135,000 白糠町西庶路

白老町 発達支援センター事業 保育士1名の人件費（8月分） 215,200 100,000 白老町字萩野

函館市 南茅部ふるさと文化公園遊具修繕工事 舟形遊具1基の修繕 8,536,000 4,514,000 函館市尾札部町

八雲町 八雲町立くまいし保育園運営事業 保育士3名の人件費（5～10月分） 4,932,000 4,653,000 八雲町熊石鳴神町

美瑛町 町民センター各会議室エアコン改修工事 会議室に設置されているエアコン6台の改修 5,709,000 4,500,000 美瑛町寿町

美深町 幼保連携型認定こども園事業 保育士2名の人件費（7～11月分）、保育士1名の人件費（8～11月分） 4,569,800 4,500,000 美深町字西1条

浜頓別町 浜頓別町国民健康保険病院運営事業 医師2名の人件費（6～11月分） 29,992,762 25,336,656 浜頓別町旭ヶ丘

富良野市 特別支援保育事業 臨時保育士5名の人件費（6～12月分） 6,840,910 4,682,000 富良野市幸町

福島町 福島町保育運営事業 保育士1名の人件費（6～11月分） 1,610,400 1,548,000 福島町字三岳



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

平取町 平取町国民健康保険病院運営事業 放射線技師1名、理学療法士1名、看護師16名の人件費（10月分） 5,958,600 5,495,000 平取町本町

豊浦町 豊浦町立大岸保育所保育事業 保育士3名の人件費（7～1月分） 6,912,259 4,802,000 豊浦町字大岸

豊富町 稚内地区消防事務組合消防署豊富支署運営事業 支署職員等19名の人件費（6～9月分） 32,861,466 28,022,760 豊富町東1条

北斗市 北斗市保健推進事業 保健師3名の人件費（6～12月分） 6,496,700 4,500,000 北斗市中央

幌延町 北留萌消防組合幌延支署運営事業 支署職員11名の人件費（6～2月分） 46,294,614 41,589,496 幌延町宮園町ほか1件

幌加内町 幌加内診療所運営事業 医師1名、看護師2名の人件費（7～11月分） 8,270,000 7,148,000 幌加内町字親和

本別町 本別町国民健康保険病院運営事業 医療職員18名の人件費（9～10月分） 10,998,800 10,322,000 本別町字西美里別

名寄市 名寄市風連国民健康保険診療所運営事業 看護師5名の人件費（7～10月分） 6,293,400 6,222,000 名寄市風連町

木古内町 木古内町パークゴルフ場運営事業 作業員4名の人件費（6～11月分） 1,690,800 1,644,000 木古内町字木古内

紋別市 紋別市保健・健康推進事業 保健師1名の人件費（6～9月分） 1,512,800 1,137,000 紋別市幸町



事業主体 交付金事業の名称 交付金事業の概要 総事業費 交付金充当額 交付金事業の実施場所 備考

由仁町 町内教育関連施設維持運営事業 町立小・中学校と学校給食センターの燃料費（10～2月分） 5,805,630 4,400,000 由仁町新光ほか2件

夕張市 中学校維持管理事業 夕張市立夕張中学校の電気料（5～1月分）、水道使用料（6～1月分）、燃料費（10～

1月分）

8,484,139 5,276,000 夕張市南清水沢

様似町 様似町立幼児センター運営事業 園長1名・保育士1名の人件費（7月分） 673,800 345,000 様似町錦町

蘭越町 蘭越町立蘭越保育所運営事業 保育士3名の人件費（5～1月分） 5,173,358 4,994,000 蘭越町蘭越町

利尻町 公営塾維持管理運営事業 利尻町公営塾施設の電気料金（7～12月分） 173,488 103,000 利尻町沓形字富士見町

利尻富士町 山岳遭難救助隊用品購入事業 山岳遭難救助隊員用品（LED強力灯、LEDライト、LEDヘッドライト各15個）の購入 114,048 100,000 利尻富士町鴛泊

礼文町 小学校維持管理事業 町内小学校3校の電気料金（9月分） 370,498 100,000 礼文町大字香深村ほか2件


