
令和 5年度に倶知安町が支払う補助金 ・負担金一覧

補助金
町では、 住民生活の安全を守るためや地域の活性化、 産業の振興などのために、 団

体や個人に補助金を支出しています。 （紙面の都合上、 160 万円以上のものを掲載して

います）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位 ：万円
負担金

町では、 住民生活の安全を守るためや地域の活性化、 産業の振興、 公共施設の管理

などのために法律に基づく事業や町が参加 ・ 加入している団体に負担金を支出していま

す。 （紙面の都合上、 6 万円以上のものを掲載しています）　　　　　　　　　　　　　　単位 ：万円

ー22ー ー 23ー

補助事業名 予算額 担当課

子どものための教育 ・保育施設型
給付費

35,449 こども未来課

救急医療等体制整備補助金 14,000 福祉医療課

倶知安観光協会事業補助金 12,051 観光商工課

倶知安町社会福祉協議会補助金 4,762 福祉医療課

多面的機能支払事業補助金 3,482 建設課

救急医療体制整備補助金 3,312 福祉医療課

私道等除排雪補助金 2,100 建設課

倶知安商工会議所事業補助金 1,500 観光商工課

住宅改修助成金 1,465 建設課

スキーの町スノーリゾート利用事業
補助金

1,313 社会教育課

生活路線バス維持費補助金 1,177 総合政策課

地域活動支援センター夢の匠運営事業
補助金

1,127 福祉医療課

プレミアム商品券発行事業補助金 1,120 観光商工課

町内会等交付金 984 住民環境課

ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯリゾート連絡交通
補助金

840 観光商工課

馬鈴薯生産振興対策事業補助金
（シストセンチュウ予防事業）

765 農林課

特別徴収義務者徴収奨励金 750 税務課

倶知安厚生病院産婦人科医師確保
対策事業補助金

720 福祉医療課

街路防犯灯設置費補助金 674 住民環境課

スポーツ協会補助金 642 社会教育課

くっちゃん型住宅建設促進助成金 640 建設課

ニセコひらふスキー場駐車場除雪事業
補助金

604 観光商工課

保育人材確保一時金給付費 600 こども未来課

倶知安町民生委員児童委員協議会
補助金

572 福祉医療課

施肥体系転換推進事業補助金
（堆肥導入事業）

555 農林課

じゃが祭り事業補助金 550 観光商工課

胆振線代替バス路線維持費等補助金 537 総合政策課

浄化槽設置整備事業補助金 529 住民環境課

倶知安町商店街活性化事業補助金 480 観光商工課

補助事業名 予算額 担当課

施肥体系転換推進事業補助金
（緑肥作物の導入）

439 農林課

子育てのための施設等利用給付費 350 こども未来課

全道 ・全国小中学校体育競技大会
出場費補助金

350 学校教育課

地域おこし協力隊活動費補助金 345 観光商工課

倶知安町奨学金 326 学校教育課

水利施設管理強化事業補助金 320 建設課

老人クラブ運営補助金 320 福祉医療課

雪トピアフェスティバル事業補助金 320 観光商工課

福祉ホーム事業運営補助金 300 福祉医療課

倶知安商工会議所経営改善指導事業
補助金

300 観光商工課

倶知安土地改良事業整備促進対策
補助金 300 建設課

地域優良賃貸住宅整備事業補助金 300 建設課

豊かな森づくり推進事業補助金 266 農林課

保育士等奨学金返還支援事業助成金 261 こども未来課

高齢者事業団運営補助金 250 福祉医療課

鳥獣被害防止対策協議会活動事業
補助金

250 農林課

保育２号認定実費徴収負担分補助金 250 こども未来課

経営所得安定対策直接支払推進事業
補助金

246 農林課

倶知安町交通安全推進委員会補助金 200 住民環境課

観光客対応情報発信事業補助金 200 観光商工課

経営継承 ・発展等支援事業助成金 200 農林課

有害鳥獣被害防止器具補助金 200 農林課

私有林整備事業補助金 200 農林課

外国人患者通訳サービス事業補助金 194 福祉医療課

倶知安町花と緑のまちづくり推進
委員会補助金

180 住民環境課

倶知安町三師会補助金 180 福祉医療課

スポーツ少年団本部事業補助金 172 社会教育課

倶知安町交通安全協会補助金 170 住民環境課

商店街空店舗活用事業補助金 160 観光商工課

負担事業名 予算額 担当課

倶知安厚生病院第２期整備費用
負担金

92,624 福祉医療課

水道区域拡張等事業負担金 43,133 住民環境課

羊蹄山ろく消防組合負担金 38,405 総務課

後志広域連合負担金 18,591 福祉医療課

北海道新幹線建設負担金 14,616
まちづくり
新幹線課

療養給付費負担金 13,954 福祉医療課

総合行政システム運用費負担金 5,531 総務課

羊蹄山麓環境衛生組合負担金 4,507 住民環境課

流雪溝ポンプ設備更新工事負担金 1,500 建設課

後志広域連合負担金 1,143 総務課

選挙運動公費負担金 969
選挙管理
委員会

ニセコ観光圏協議会負担金 664 観光商工課

地方公共団体情報システム機構
負担金 315 総務課

ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防止
対策協議会負担金 289 観光商工課

小樽後志２次救急医療運営事業
負担金 217 福祉医療課

後志町村会負担金 216 総務課

保育所広域入所に係わる負担金 197 こども未来課

後志教育研修センター組合負担金 130 学校教育課

日本スポーツ振興センター負担金 122 学校教育課

羊蹄山管理保全連絡協議会負担金 99 観光商工課

京極町温水プール使用負担金 90 学校教育課

地方税共同機構負担金 87 税務課

ようてい訪問看護ステーション運営
負担金 70 福祉医療課

後志町村議会議長会負担金 55 議会事務局

北海道新幹線建設促進倶知安期成会
負担金 50

まちづくり
新幹線課

水道料金減免一部負担金 50 福祉医療課

総合健康診査 （人間ドック） 負担金 48 学校教育課

後志中学校体育連盟負担金 45 学校教育課

北海道土地改良事業団体連合会
負担金

43 建設課

負担事業名 予算額 担当課

後志町村教育委員会協議会負担金 37 学校教育課

羊蹄山麓季節労働者通年雇用促進
協議会負担金 29 観光商工課

研修会負担金 26 総務課

後志中地区教育支援協議会負担金 26 学校教育課

北海道スキープロモーション協議会
負担金 25 観光商工課

しりべし弁護士相談センター運営事業
負担金

22 住民環境課

後志総合開発期成会負担金 18 総合政策課

ニセコ山系観光連絡協議会負担金 16 観光商工課

北海道観光振興機構負担金 15 観光商工課

北海道農業会議会費 14 農林課

北海道農業担い手育成センター負担金 14 農林課

後志観光連盟負担金 13 観光商工課

北海道索道協会負担金 12 社会教育課

第 4地区教科書採択教育委員会
協議会負担金 11 学校教育課

2025 年日本国際博覧会とともに、
地域の未来社会を創造する首長連合
負担金

10 観光商工課

倶知安町農業振興協議会負担金 10 農林課

後志地方農業委員会連合会負担金 9 農業委員会

北海道森林 ・山村多面的機能発揮
対策市町村負担金 9 農林課

後志管内町村等監査委員協議会
負担金

7 監査委員室

土壌改良資材製造施設建物災害共済
分担金

6 建設課

倶知安地方食品衛生協会負担金 6 住民環境課

北海道中小企業総合支援センター
負担金

6 観光商工課

軽自動車税申告事務取扱負担金 6 税務課

後志保育協議会負担金 6 こども未来課

日本スポーツ振興センター負担金 6 こども未来課

後志管内社会教育委員連絡協議会
負担金

6 社会教育課


