
令和３年度行政評価　補助金等一覧表

1 子育て支援部 補助金 旭川市保育体制充実補助金 団体への事業費補助 認可保育所等を運営する法人等 317,173 継続

2 子育て支援部 補助金
私立認可保育所等建設補助金（旭川市児童福祉施設整備
費助成金）

団体への事業費補助 市内認可保育所等設置者（社会福祉法人） 278,509 継続

3 子育て支援部 補助金 旭川市特別支援保育事業補助金 団体への事業費補助
特別支援保育事業実施施設として市が指定する認可保育所等
を運営する法人

114,616 継続

4 子育て支援部 補助金 旭川市特定不妊治療費補助金 個人への事業費補助 個人 111,100 継続 Ｈ２８外部評価

5 子育て支援部 補助金 旭川市一時預かり事業（幼稚園型）補助金 団体への事業費補助
市内に私立幼稚園・認定こども園を設置する学校法人・社会福
祉法人

105,600 継続

6 子育て支援部 補助金 旭川市放課後児童健全育成事業補助金 団体への事業費補助
市が規定する基準を満たし，かつ市に事業開始の届出がある
放課後児童健全育成事業を実施する法人等

102,533 継続

7 子育て支援部 補助金 旭川市延長保育事業補助金 団体への事業費補助
延長保育事業実施施設として，市が指定する認可保育所等を
運営する法人等

94,626 継続

8 子育て支援部 補助金 旭川市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 団体への事業費補助 認可保育所等を運営する法人等 59,318 継続

9 子育て支援部 補助金 旭川市一時預かり事業（一般型）補助金 団体への事業費補助
一時預かり事業（一般型）実施施設として，市が指定する認可
保育所等を運営する法人等

48,426 継続

10 子育て支援部 補助金 私立認可外保育施設補助金 団体への運営費補助 私立認可外保育施設及び事業所内保育施設設置者 22,564 継続

11 子育て支援部 補助金 母子生活支援施設整備費特別補助金 団体への事業費補助 社会福祉法人　旭川隣保会 12,138 継続

12 子育て支援部 補助金 育児院施設整備補助金 団体への事業費補助 社会福祉法人　旭川育児院 7,196 継続

13 子育て支援部 補助金 里帰り出産等妊婦健診補助金 個人への事業費補助 個人 3,555 継続

14 子育て支援部 補助金 民間シェルター（緊急一時保護施設）運営事業補助金 団体への運営費補助 ウィメンズネット旭川 800 継続 Ｈ２４外部評価

15 子育て支援部 補助金 旭川市認可外保育施設利用者補助金 個人への事業費補助 個人 672 継続

16 子育て支援部 補助金 旭川市不育症治療費補助金 個人への事業費補助 個人 640 継続

17 子育て支援部 補助金 旭川市保育士資格取得支援事業補助金 団体への事業費補助 認可保育所等を運営する法人等 600 継続

18 子育て支援部 補助金 旭川市子どもの居場所づくり支援補助金 団体への事業費補助
子どもに対し営利を目的とせずに行う食事，学習，遊び及び交
流の場を提供する団体又は個人

469 継続

19 子育て支援部 補助金 旭川市保育士資格取得支援事業補助金 個人への事業費補助 個人 300 継続

20 子育て支援部 補助金
旭川市保育施設等新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止を図る事業補助金

団体への事業費補助
保育所，幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設の設置
者，地域型保育事業者

147,000 終了

21 子育て支援部 補助金
旭川市放課後児童健全育成事業等新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止を図る事業補助金

団体への事業費補助
旭川市一時預かり事業（一般型），旭川市一時預かり事業（幼
稚園型），旭川市病児保育事業，又は旭川市病後児保育事業
を実施する者，放課後児童健全育成事業を実施する者。

47,500 終了

22 子育て支援部 補助金 出産特別祝金支給費 個人への事業費補助 個人 24,700 終了

23 子育て支援部 補助金
旭川市母子生活支援施設新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止を図る事業補助金 

団体への事業費補助 社会福祉法人　旭川隣保会 500 終了

第8次総合計画 基本政策１：子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境づくり
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24 子育て支援部 補助金 旭川市保育所等における副食費補足給付補助金 個人への事業費補助 教育・保育給付認定保護者 0 終了 Ｒ２終了

25 子育て支援部 補助金 マタニティ＆ママのランチサポート事業補助金 個人への事業費補助 個人 0 終了 Ｒ２終了

26 子育て支援部 補助金 旭川市子育て交流活動感染症拡大防止事業補助金 団体への事業費補助 子育てサロン等を運営する法人等 0 終了 Ｒ２終了

27 子育て支援部 補助金
旭川市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助
金

団体への事業費補助
保育所，幼保連携型認定こども園及び児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第59条の２に基づく届出を行っている認可外保
育施設の設置者等

0 終了 Ｒ２終了

28 子育て支援部 補助金 旭川市実費徴収に係る補足給付事業補助金 個人への事業費補助 個人 4,848 継続 開始３年以内

29 子育て支援部 補助金 旭川市一時預かり事業（幼稚園型）無償化事務費補助金 団体への事業費補助
市内に私立幼稚園・認定こども園を設置する学校法人・社会福
祉法人

1,322 継続 開始３年以内
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30 保健所 補助金 旭川赤十字病院救命救急センター運営費補助金 団体への運営費補助 旭川赤十字病院 7,020 継続

31 保健所 補助金 旭川市定期の予防接種に係る接種費用補助金 個人への事業費補助 個人 2,451 継続

32 保健所 補助金 旭川市公衆浴場設備整備事業費補助金 個人への事業費補助

旭川市確保特定浴場指定指針に基づく確保特定浴場の指定を
受け，かつ北海道公衆浴場業生活衛生同業組合の行う公衆浴
場設備整備事業の補助対象設備を整備した旭川市内の普通
浴場経営者（旭川浴場組合を構成する普通浴場経営者）

2,183 継続

33 保健所 補助金 旭川市医師会看護専門学校運営費補助金 団体への運営費補助 一般社団法人　旭川市医師会 2,146 継続

34 保健所 負担金 旭川地方食品衛生協会事業負担金 団体への事業費補助 旭川地方食品衛生協会事業負担金 1,660 継続

35 保健所 補助金 （一社）旭川翔輝会事業費補助金 団体への事業費補助 （一社）旭川翔輝会 1,050 継続 Ｈ２４外部評価

36 保健所 補助金 幼児むし歯予防（フッ素洗口）事業補助金 団体への事業費補助 一般社団法人　旭川歯科医師会 1,000 継続

37 保健所 補助金 旭川いのちの電話相談員養成事業補助金 団体への事業費補助 社会福祉法人　旭川いのちの電話 800 継続

38 保健所 補助金 旭川浴場組合活性化事業費補助金 団体への事業費補助 旭川浴場組合 800 継続

39 保健所 負担金 上川中部地域歯科保健推進協議会運営費負担金 団体への運営費補助 上川中部地域歯科保健推進協議会 760 継続

40 保健所 負担金 旭川市献血推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市献血推進協議会 250 継続

41 保健所 補助金
旭川市新型コロナウイルス感染症大規模クラスター発生医
療機関特別支援金

団体への事業費補助 医療法人社団　慶友会　吉田病院 0 終了 Ｒ２終了

42 保健所 補助金 新しい生活様式取組支援事業補助金 団体・個人への事業費補助
旭川市内で生活衛生に関わる店舗を営業し，その店舗におい
て「新しい生活様式」の実践などの要件を満たした事業者

0 終了 Ｒ２終了

43 保健所 補助金 歯科医療従事者養成事業補助金 団体への運営費補助 一般社団法人　旭川歯科医師会 300 継続 開始３年以内

44 保健所 補助金 旭川市特別の理由による任意の予防接種費用補助金 個人への事業費補助 個人 307 継続 開始３年以内

第8次総合計画 基本政策２：生涯を通じて健康に暮らせる保健・医療の推進
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45 福祉保険部 補助金 旭川市軽費老人ホーム運営費補助金 団体への運営費補助
旭川市に所在する軽費老人ホーム（A型・ケアハウス）を運営す
る社会福祉法人

327,755 継続

46 福祉保険部 補助金 旭川市障害者福祉施設等整備費補助金 団体への事業費補助 市内障害福祉サービス等事業者 196,060 継続

47 福祉保険部 補助金 つつじの里等整備費償還補助金 団体への事業費補助 社会福祉法人　北海道療育園 94,542 継続

48 福祉保険部 補助金 旭川市社会福祉協議会運営費補助金 団体への運営費補助 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 48,000 継続 Ｈ２８外部評価

49 福祉保険部 補助金 地域活動支援センター補助金 団体への運営費補助 地域活動支援センター運営主体 37,730 継続

50 福祉保険部 補助金 旭川市高齢者福祉施設整備費助成金 団体への事業費補助
市内において「旭川市高齢者福祉施設整備費補助金」を受け
て施設整備を行う社会福祉法人

37,649 継続 Ｈ２４外部評価

51 福祉保険部 補助金 視覚障害者情報提供施設運営費補助金 団体への運営費補助 社会福祉法人旭川光風会 32,587 継続

52 福祉保険部 補助金 旭川市老人クラブ運営費補助金 団体への運営費補助 市内の老人クラブ 27,033 継続

53 福祉保険部 補助金 旭川市民生児童委員協議会活動推進補助金 団体への運営費補助 旭川市西第１地区民生児童委員協議会　外33地区 19,986 継続

54 福祉保険部 補助金 旭川市障害者相談支援事業補助金 団体への事業費補助 （福）あかしあ労働福祉センター，ＮＰＯ法人ベネッセレ 17,268 継続 Ｈ２８外部評価

55 福祉保険部 補助金 旭川市高齢者いこいの家運営費補助金 団体への運営費補助 高齢者いこいの家運営委員会 12,991 見直し

56 福祉保険部 補助金 旭川障害者連絡協議会バス運行事業補助金 団体への事業費補助 特定非営利活動法人　旭川障害者連絡協議会 7,895 継続

57 福祉保険部 補助金 老人福祉施設等整備推進補助金 団体への事業費補助 市内介護サービス等事業者 7,700 継続

58 福祉保険部 補助金 障害者バス利用環境整備支援補助金 団体への事業費補助
旭川電気軌道株式会社　道北バス株式会社　空知中央バス株
式会社

7,081 継続

59 福祉保険部 補助金 旭川市老人クラブ連合会運営費補助金 団体への運営費補助 旭川市老人クラブ連合会 6,801 継続 Ｈ２８外部評価

60 福祉保険部 補助金 旭川市民生委員児童委員連絡協議会運営費補助金 団体への運営費補助 社会福祉法人　旭川市社会福祉協議会 5,600 継続

61 福祉保険部 補助金 旭川市長寿社会生きがい振興事業補助金 団体への事業費補助
高齢者の社会参加や生きがいづくりを実施する団体
（社会福祉法人旭川市社会福祉協議会，特定非営利活動法人
カタクリの会（R2.3.31付で解散））

5,500 継続 Ｈ２８外部評価

62 福祉保険部 補助金 社会福祉事業振興補助金 団体への事業費補助 社会福祉事業及びそれに準ずる事業を行う者 4,000 継続

63 福祉保険部 補助金 旭川市高齢者ふれあい入浴事業補助金 団体への事業費補助 旭川浴場組合 3,209 見直し

64 福祉保険部 補助金 旭川市療育キャンプ事業補助金 団体への事業費補助 旭川肢体不自由児者父母の会 800 継続 Ｈ２４外部評価

65 福祉保険部 補助金
身体障害者自動車運転免許取得費等補助金（重度身体障
害者自動車改造費補助金分）

個人への事業費補助
市内在住の身体障害者手帳（1・2級）の交付を受けた肢体不自
由者　※所得制限あり

560 継続 Ｈ２４外部評価

66 福祉保険部 補助金 障害者団体等大会補助金 団体への事業費補助 各種大会実行委員会 500 継続

67 福祉保険部 補助金 民間社会福祉施設整備資金利子補給金 個人等の利子補給補助 社会福祉法人 448 継続

68 福祉保険部 補助金
身体障害者自動車運転免許取得費等補助金（身体障害者
運転免許取得費補助金分）

個人への事業費補助
身体障害者手帳（1～4級）の交付を受け，市内に居住地を有す
る者

400 継続 Ｈ２４外部評価

69 福祉保険部 補助金 旭川人権擁護委員協議会人権啓発活動費補助金 団体への事業費補助 旭川人権擁護委員協議会 350 継続

第8次総合計画 基本政策３：互いに支え合う福祉の推進

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円
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70 福祉保険部 補助金 精神障害者地域社会参加・ふれあい交流事業補助金 団体への事業費補助 ピア・ミーティング運営委員会 300 継続

71 保健所 補助金 旭川精神障害者家族連合会運営費補助金 団体への運営費補助 旭川精神障害者家族連合会（団体） 200 継続

72 福祉保険部 補助金 旭川地区保護司会活動費補助金 団体への事業費補助 旭川地区保護司会 190 継続

73 福祉保険部 補助金 全道戦没者遺族大会開催補助金 団体への事業費補助 一般財団法人　北海道連合遺族会 180 継続

74 福祉保険部 補助金 旭川保護会運営費補助金 団体への運営費補助 更生保護法人旭川保護会 50 継続

75 福祉保険部 補助金 旭川市高齢者福祉施設整備費補助金 団体への事業費補助 市内において特別養護老人ホームを設置する社会福祉法人 0 継続

76 福祉保険部 補助金 旭川市障害福祉分野のＩＣＴ導入モデル事業費補助金 団体への事業費補助 市内障害福祉サービス等事業者 0 継続

77 福祉保険部 補助金
旭川市障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業費
補助金

団体への事業費補助 市内障害者支援施設，市内共同生活援助事業者 0 継続

78 福祉保険部 補助金 旭川市新型コロナウイルス感染症検査費用補助金 団体への事業費補助 高齢者入所施設運営事業者 68,800 終了

79 福祉保険部 補助金 旭川市介護サービス継続支援事業補助金 団体への事業費補助 市内介護サービス等事業者 12,000 終了

80 福祉保険部 補助金 旭川市障害福祉サービス等継続支援事業補助金 団体への事業費補助
市内障害福祉サービス等事業者，市内障害児通所支援等事業
者

6,075 終了

81 福祉保険部 補助金
旭川市介護助手を活用した労働環境改善促進事業費補助
金

団体への事業費補助
介護・障害福祉サービス事業者団体から推薦を受けている旭
川市内に事業所等を有する事業者

0 終了 Ｒ２終了

82 福祉保険部 補助金 旭川市介護サービス等事業者特別給付金 団体への事業費補助 介護サービス等事業者 0 終了 Ｒ２終了

83 福祉保険部 補助金
旭川市就労継続支援事業所生産活動活性化事業費（布マ
スク等製作分）補助金

団体への事業費補助 特定非営利活動法人恵生会ワークハウスひまわり 外36件 0 終了 Ｒ２終了

84 福祉保険部 補助金
旭川市障害福祉サービス等事業者特別給付金（障害福祉
サービス事業所分）

団体への事業費補助 市内障害福祉サービス等事業者 0 終了 Ｒ２終了

85 福祉保険部 補助金
旭川市障害福祉サービス等事業者特別給付金（障害児通
所支援事業所分）

団体への事業費補助 市内障害児通所支援等事業者 0 終了 Ｒ２終了

86 福祉保険部 補助金 旭川市障害福祉サービス等継続支援事業特別支援金 団体への事業費補助 市内障害福祉サービス等事業者 0 終了 Ｒ２終了

87 福祉保険部 補助金
旭川市就労継続支援事業所生産活動活性化事業費（自主
事業分）補助金

団体への事業費補助 市内就労継続支援事業者 0 終了 Ｒ２終了

88 福祉保険部 補助金 旭川市障害福祉サービス等衛生用品確保支援補助金 団体への事業費補助
市内障害福祉サービス等事業者，市内障害児通所支援等事業
者

0 終了 Ｒ２終了

89 福祉保険部 補助金
旭川市就労系障害福祉サービス事業者におけるテレワー
ク等導入支援事業費補助金

団体への事業費補助 市内就労移行支援事業者，市内就労継続支援事業者 0 終了 Ｒ２終了

90 福祉保険部 補助金 旭川市訪問入浴サービス等体制強化事業補助金 団体への事業費補助 市内障害福祉サービス等事業者 0 終了 Ｒ２終了

91 福祉保険部 補助金 つつじの里職員配置支援補助金 団体への運営費補助 社会福祉法人　北海道療育園 12,559 継続 開始３年以内

92 福祉保険部 補助金 旭川市社会福祉協議会法人後見事業補助金 団体への事業費補助 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 2,031 継続 開始３年以内

93 福祉保険部 補助金 旭川市介護の仕事チャレンジ事業費補助金 団体への事業費補助
本事業のモデル事業所として，介護サービス事業者団体等か
ら推薦を受けた事業所

664 継続 開始３年以内

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考

5



94 子育て支援部 補助金 旭川市私立高等学校入学一時金減免補助金 団体への事業費補助 市内各私立高等学校設置者（５学校法人） 16,845 継続 Ｈ２４外部評価

95 子育て支援部 補助金 旭川市私立幼稚園幼児教育推進補助金 団体への事業費補助 市内に私立幼稚園を設置する学校法人 11,681 継続 Ｈ２８外部評価

96 学校教育部 補助金 旭川市学校給食物資共同購入委員会補助金 団体への運営費補助 旭川市学校給食物資共同購入委員会 11,206 継続

97 子育て支援部 補助金 旭川市私立高等学校教育推進補助金 団体への事業費補助 市内各私立高等学校設置者（５学校法人） 9,415 継続

98 学校教育部 補助金 各種大会選手派遣等補助金（中学校） 団体への事業費補助 旭川市中学校連盟，上川管内中学校体育連盟協議会 8,005 継続

99 総務部 補助金 私立専修学校教育推進補助金 団体への事業費補助 市内に私立専修学校を設置する者 2,350 継続 Ｈ２４外部評価

100 子育て支援部 補助金 旭川市私立通信制高等学校入学時負担金等減免補助金 団体への事業費補助 市内各私立通信制高等学校設置者（４学校法人） 1,905 継続

101 学校教育部 負担金 中学生のための札響コンサート開催負担金 団体への事業費補助 旭川市中学校連盟 1,250 継続

102 学校教育部 補助金 旭川市教育研究会補助金 団体への事業費補助 旭川市教育研究会 1,000 継続

103 学校教育部 補助金 各種大会選手派遣等補助金（小学校） 団体への事業費補助 市内小学校の文化活動団体 734 継続

104 学校教育部 補助金 旭川市学校保健会運営費補助金 団体への運営費補助 旭川市学校保健会 200 継続

105 学校教育部 補助金 各種教育研究大会開催補助金（小学校） 団体への事業費補助
旭川市で開催される全道又は全国規模の各種教育研究大会
の運営を行う団体

160 継続

106 学校教育部 補助金 各種教育研究大会開催補助金（中学校） 団体への事業費補助
旭川市で開催される全道又は全国規模の各種教育研究大会
の運営を行う団体

160 継続

107 子育て支援部 補助金 旭川市高等学校定時制通信制教育振興補助金 団体への事業費補助 旭川市高等学校定時制通信制教育振興会 100 継続

108 学校教育部 補助金 旭川市学校給食提供体制維持支援補助金 団体への事業費補助
旭川市学校給食物資共同購入委員会又は東旭川学校給食運
営委員会の登録指定業者

0 終了 Ｒ２終了

109 学校教育部 補助金 旭川市学校臨時休業対策費（衛生管理改善事業）補助金 団体への事業費補助
旭川市学校給食物資共同購入委員会又は東旭川学校給食運
営委員会の登録指定業者のうち旭川市に本社等を置く給食調

0 終了 Ｒ２終了

110 子育て支援部 補助金 旭川市幼稚園教諭免許状更新講習補助金 団体への事業費補助 旭川私立幼稚園協会 1,050 継続 開始３年以内

第8次総合計画 基本政策４：互いに支え合う福祉の推進

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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111
観光スポーツ
交流部

負担金 バーサーロペット・ジャパン開催負担金 団体への事業費補助 バーサーロペット・ジャパン組織委員会 38,500 継続 Ｈ２８外部評価

112
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川市スポーツ合宿誘致等推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市スポーツ合宿誘致等推進協議会 14,000 継続

113
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川ハーフマラソン開催負担金 団体への事業費補助 旭川ハーフマラソン実行委員会 10,000 継続 Ｈ２８外部評価

114
観光スポーツ
交流部

補助金 各種大会派遣費補助金 団体・個人への事業費補助 全国大会，世界大会等に出場する選手・監督等 6,780 継続

115 社会教育部 負担金 サイエンスボランティア旭川負担金 団体への運営費補助 サイエンスボランティア旭川 5,000 継続

116 社会教育部 負担金 ジオパーク構想推進事業負担金 団体への運営費補助 大雪山カムイミンタラジオパーク構想推進協議会 2,350 継続

117 社会教育部 負担金 リハーサルホール運営委員会負担金 団体への事業費補助 リハーサルホール運営委員会 2,000 継続

118 社会教育部 負担金 成人を祝うつどい実行委員会負担金 団体への事業費補助 旭川市成人を祝うつどい実行委員会 1,320 継続

119 社会教育部 負担金 旭川彫刻フェスタ開催負担金 団体への事業費補助 旭川彫刻フェスタ実行委員会 1,300 見直し

120 社会教育部 補助金 旭川市PTA連合会各種事業補助金 団体への事業費補助 旭川市PTA連合会 500 継続

121 社会教育部 負担金 科学館企画展開催負担金 団体への事業費補助 企画展実行委員会 500 継続

122
観光スポーツ
交流部

補助金 各種大会運営費補助金 団体への事業費補助 旭川市で開催される全道，全国大会の主催者 460 継続

123 社会教育部 補助金 小熊秀雄賞事業補助金 団体への事業費補助 文化人顕彰事業を実施する文化芸術団体 450 継続

124 社会教育部 補助金 旭川音楽振興会各種事業開催補助金 団体への事業費補助 音楽文化振興事業を実施する文化芸術団体 450 継続

125 社会教育部 補助金 旭川郷土芸能保存連合会運営費補助金 団体への運営費補助 旭川郷土芸能保存連合会 400 継続

126
観光スポーツ
交流部

負担金
スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団軟式野球交流大会
負担金

団体への事業費補助 公益財団法人　旭川市スポーツ協会 300 継続

127 社会教育部 補助金 アイヌ文化伝承事業費補助金 団体への事業費補助 （公社）北海道アイヌ協会，旭川アイヌ協議会 130 継続

128 社会教育部 補助金 旭川ユネスコ協会青少年育成事業補助金 団体への事業費補助 民間ユネスコ活動事業を実施する文化芸術団体 100 継続

129 社会教育部 補助金 旭川市民間文化施設活性化奨励金 団体への運営費補助 民間文化施設 0 終了 Ｒ２終了

130 社会教育部 負担金 旭川市民ギャラリー管理負担金 団体への運営費補助 旭川デザイン協議会 6,762 継続 開始３年以内

131 社会教育部 補助金 社会教育・文化芸術事業補助金 団体・個人への事業費補助

社会教育・文化芸術（社会教育・文化芸術事業補助金交付要
綱に基づく。）：社会教育活動又は文化芸術活動を行う団体等
遠征（旭川市文化芸術関係全国大会遠征補助金交付要綱に
基づく。）：全国大会に出場する団体及び個人

1,690 継続 開始３年以内

132 社会教育部 補助金 優佳良織技術伝承支援補助金 団体への事業費補助 優佳良織伝承の会 7,200 継続 開始３年以内

第8次総合計画 基本政策５：スポーツや文化に親しみ，学びを深める環境づくり

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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133 経済部 補助金 旭川市工業等振興促進条例に基づく助成金 団体・個人への事業費補助 市内に工場等を新設又は増設する者 52,908 継続 Ｈ２８外部評価

134 農政部 補助金 農業経営改善資金利子補給金 個人等への利子補給補助 市内農業協同組合 26,654 継続

135 経済部 補助金 あさひかわ商工会補助金 団体への事業費補助 あさひかわ商工会 21,889 継続

136 経済部 補助金 一般事業資金信用保証料補助金 団体・個人への事業費補助
一般事業資金を借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金
交付申請者

15,680 継続

137 経済部 補助金 高年齢者就業機会確保事業費補助金 団体への運営費補助 （公社）旭川市シルバー人材センター 12,036 継続

138 経済部 補助金 （一財）旭川産業創造プラザ運営費補助金 団体への運営費補助 一般財団法人旭川産業創造プラザ 9,557 継続

139 経済部 負担金 デザインギャラリー管理負担金 団体への運営費補助 旭川デザイン協議会 9,162 継続 Ｈ２８外部評価

140 経済部 負担金 旭川地域産業活性化協議会負担金 団体への事業費補助 旭川地域産業活性化協議会負担金 8,829 継続

141 経済部 負担金 旭川市企業誘致推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市企業誘致推進協議会 8,767 継続

142 農政部 補助金 生産基盤改善促進事業助成金 団体への事業費補助 農業協同組合（市内４農協） 8,000 継続 Ｈ２８外部評価

143 経済部 補助金 旭川商工会議所補助金 団体への事業費補助 旭川商工会議所 7,900 継続

144 経済部 補助金 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金 個人への事業費補助 高等教育機関を卒業後，旭川市内で就業及び居住している者 4,972 見直し

145 経済部 補助金 新製品等開発・研究促進補助金 団体への事業費補助 市内の中小企業者等 4,800 継続

146 経済部 補助金 ものづくり企業販路拡大応援補助金 団体への事業費補助 市内の中小企業者等 4,800 継続

147 経済部 補助金 家具等国内外販路拡大支援費補助金 団体への事業費補助 旭川家具工業協同組合 4,800 継続

148 農政部 補助金 農業所得調査等団体補助金 団体への運営費補助 農業所得調査等団体 4,534 見直し

149 経済部 補助金 新規創業支援資金利子補給金 個人等への利子補給補助
新規創業支援資金を借り入れた市内の中小企業者等のうち補
助金交付申請者

4,212 継続

150 農政部 補助金 新規就農者営農開始支援補助金 個人への事業費補助 新規就農者 4,155 継続

151 経済部 補助金
経営革新・販路拡大等支援資金（経営力強化サポート融
資）利子補給金

個人等への利子補給補助
経営革新・販路拡大等支援資金（経営力強化サポート融資）を
借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

4,148 継続

152 経済部 負担金 旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会負担金 団体への事業費補助 旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会 4,100 継続

153 経済部 負担金 国際家具デザインフェア旭川２０２０開催負担金 団体への事業費補助 国際家具デザインフェア旭川開催委員会 4,000 継続

154 経済部 補助金 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター補助金 団体への補助（運営費・業費費） 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター 3,000 継続

155 経済部 補助金 旭川市中小企業福祉事業費補助金 団体への運営費補助 （一財）旭川市勤労者共済センター 3,000 継続

156 農政部 補助金 農業研修施設整備推進事業補助金 団体・個人への事業費補助
農業研修生の就農予定地に研修用施設を設置する市内農協
や任意団体等

3,000 継続

157 農政部 補助金 加工・販売施設整備等支援事業補助金 団体・個人への事業費補助
旭川市内の農業者等（農地所有適格法人・農業者・複数の農
業者で構成する団体・市内を管轄する農業協同組合）

2,650 継続

158 経済部 負担金 旭川食品産業支援センター運営負担金 団体への運営費補助 旭川食品産業支援センター 2,100 継続

第8次総合計画 基本政策６：魅力と活力のある産業の展開

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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159 農政部 補助金 新規就農者の飛躍を後押しする補助金 個人への事業費補助 新規就農者 2,000 継続

160 経済部 補助金 新規創業支援資金信用保証料補助金 団体・個人への事業費補助
新規創業支援資金を借り入れた市内の中小企業者等のうち補
助金交付申請者

1,998 継続

161 経済部 補助金
経営革新・販路拡大等支援資金（経営力強化サポート融
資）信用保証料補助金

団体・個人への事業費補助
経営革新・販路拡大等支援資金（経営力強化サポート融資）を
借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

1,683 継続

162 経済部 補助金 事業内職業訓練施設運営費補助金 団体への運営費補助
職業訓練法人旭川建築職業訓練協会，職業訓練法人旭川左
官職業訓練協会

1,530 継続

163 経済部 補助金 企業立地促進資金利子補給金 個人等への利子補給補助
企業立地促進資金を借り入れた市内の中小企業者等のうち補
助金交付申請者

1,526 継続

164 経済部 補助金 中心市街地新規出店支援資金信用保証料補助金 団体・個人への事業費補助
中心市街地新規出店支援資金を借り入れた市内の中小企業
者等のうち補助金交付申請者

1,496 継続

165 農政部 補助金 農業用水利施設維持管理事業補助金 団体への事業費補助 土地改良区 1,300 継続

166 経済部 負担金 ビジネスプランコンテスト開催協議会負担金 団体への事業費補助 道北ビジネスプランコンテスト開催協議会 1,133 継続

167 経済部 補助金 中心市街地新規出店支援資金利子補給金 個人等への利子補給補助
中心市街地新規出店支援資金を借り入れた市内の中小企業
者等のうち補助金交付申請者

1,097 継続

168 経済部 補助金 大型設備等導入資金（ものづくり支援融資）利子補給金 個人等への利子補給補助
大型設備等導入資金（ものづくり支援融資）を借り入れた市内
の中小企業者等のうち補助金交付申請者

825 継続

169 経済部 補助金 北海道中小企業団体中央会補助金 団体への事業費補助 北海道中小企業団体中央会上川支部 700 継続 Ｈ２４外部評価

170 経済部 補助金
経営革新・販路拡大等支援資金（経営革新・販路拡大等支
援融資）利子補給金

個人等への利子補給補助
経営革新・販路拡大等支援資金（経営革新・販路拡大等支援
融資）を借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申

693 継続

171 経済部 補助金 地域企業経営者等育成補助金 個人への事業費補助 市内に主たる事業所を有する中小企業者及び起業を目指す者 645 継続 Ｈ２４外部評価

172 農政部 補助金 新規就農者農地等賃借料助成補助金 個人への事業費補助 新規就農者 535 継続

173 経済部 補助金 日本政策金融公庫新規創業者向け融資利子補給金 個人等への利子補給補助
㈱日本政策金融公庫の新規開業者向け融資を借り入れた市
内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

522 継続

174 経済部 補助金 若年者等正規雇用奨励金 団体・個人への事業費補助
旭川市内に事業所を有する法人又は個人事業主であって，対
象労働者をトライアル雇用し，雇用期間終了後に正規雇用とし
て雇い入れた者

500 継続

175 農政部 負担金 旭川市営農改善推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市営農改善推進協議会 494 継続

176 経済部 補助金 日本政策金融公庫立地企業向け融資利子補給金 個人等への利子補給補助
㈱日本政策金融公庫から市内での工場等新設に要する資金を
借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

390 継続

177 経済部 補助金 旭川地区春季労働祭開催補助金 団体への事業費補助
旭川地区メーデー実行委員会（連合北海道旭川地区連合会），
旭川労働組合総連合

300 継続

178 経済部 補助金 ものづくり技能者伝承活動支援事業補助金 団体への事業費補助 北海道旭川地方技能士会 300 継続

179 経済部 補助金 技能五輪国際・全国大会等出場助成事業補助金 個人への事業費補助 技能五輪全国大会に出場する者等 300 継続

180 農政部 補助金 農業研修生住宅費助成事業補助金 個人への事業費補助 農業研修生 300 継続

181 経済部 補助金 おもてなし環境整備資金利子補給金 個人等への利子補給補助
おもてなし環境整備資金を借り入れた市内の中小企業者等の
うち補助金交付申請者

266 継続

182 経済部 補助金 旭川工芸展開催補助金 団体への事業費補助 旭川工芸展実行委員会 250 継続

183 経済部 補助金
経営革新・販路拡大等支援資金（経営革新・販路拡大等支
援融資）信用保証料補助金

団体・個人への事業費補助
経営革新・販路拡大等支援資金（経営革新・販路拡大等支援
融資）を借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申

220 継続

184 経済部 補助金 旭川発明協会補助金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川発明協会   200 継続

185 農政部 補助金
農業者団体等研修支援事業（旧：農業担い手団体活動支
援事業補助金）

団体への事業費補助 農業青年団体 160 継続

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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186 農政部 補助金 旭川野菜花き生産拡大事業助成金 団体への事業費補助 旭川青果物生産出荷協議会 150 継続

187 農政部 補助金 市場開拓等事業助成金 団体への事業費補助 旭川青果物出荷組合連合会 150 継続

188 経済部 補助金 緊急対策資金信用保証料補助金 団体・個人への事業費補助
緊急対策資金（災害・景気対策融資のうち景気関連を除く。）を
借り入れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

125 継続

189 農政部 補助金 農業後継者ステップアップ支援資金利子補給金 個人等への利子補給補助 市内農業協同組合 123 見直し

190 農政部 補助金 旭川市果樹協会補助金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川市果樹協会 80 継続

191 農政部 負担金 旭川産農産物PR支援事業負担金 団体への事業費補助 旭川市営農改善推進協議会 50 継続

192 経済部 補助金 緊急対策資金信用保証料補助金 団体・個人への事業費補助
緊急対策資金（災害・景気対策融資のうち景気関連。）を借り入
れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

28,768 終了

193 経済部 補助金 旭川市テレワーク導入奨励金 団体・個人への事業費補助
市内に所在し，新たにテレワーク関連労務規程等の制定と従
業員によるテレワークを実施する法人，個人事業主等

3,000 終了

194 経済部 補助金 旭川市中小企業緊急雇用維持助成金 団体・個人への事業費補助
市内に事業所のある法人又は個人事業主であって，国から雇
用調整助成金等の特例を受けた事業主

735 終了

195 経済部 負担金 旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会負担金 団体への事業費補助 旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

196 経済部 負担金
北の恵み 食べマルシェ実行委員会負担金（オンライン食べ
マルシェ）

団体への事業費補助 北の恵み 食べマルシェ実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

197 経済部 負担金 旭川市地場産品消費拡大支援事業実行委員会負担金 団体への事業費補助 旭川市地場産品消費拡大支援事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

198 経済部 補助金 道北地域旭川地場産業振興センター感染症対策補助金 団体への事業費補助 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター 0 終了 Ｒ２終了

199 経済部 補助金 あさひかわ緊急応援プロジェクト補助金 団体への事業費補助 市内の中小企業者等 0 終了 Ｒ２終了

200 経済部 補助金 地酒消費拡大緊急キャンペーン補助金 団体への事業費補助 旭川酒販協同組合 0 終了 Ｒ２終了

201 経済部 補助金 新しい生活様式に対応した家具開発補助金 団体への事業費補助
職業訓練法人旭川建築職業訓練協会，職業訓練法人旭川左
官職業訓練協会

0 終了 Ｒ２終了

202 経済部 補助金 旭川スイーツブランディング補助金 団体への事業費補助 一般社団法人北海道デザインラボ 0 終了 Ｒ２終了

203 経済部 補助金 旭川スイーツイベント開催補助金 団体への事業費補助 旭川菓子商工業組合 0 終了 Ｒ２終了

204 農政部 補助金 地域振興支援品提供事業 団体への事業費補助 旭川市営農改善推進協議会 0 終了 Ｒ２終了

205 農政部 補助金 旭川産新米PR支援事業 団体への事業費補助 市内４JA 0 終了 Ｒ２終了

206 農政部 補助金 特産果樹発信・普及推進事業補助金 団体への事業費補助 複数の農業者で構成する団体 0 終了 Ｒ２終了

207 農政部 補助金 六次産業化・販路開拓等緊急支援事業補助金 団体・個人への事業費補助
旭川市内の農業者等（農地所有適格法人・農業者・複数の農
業者で構成する団体・市内を管轄する農業協同組合）

0 終了 Ｒ２終了

208 農政部 補助金 観光農園（果樹）応援事業 団体への事業費補助 旭川市果樹協会 0 終了 Ｒ２終了

209 経済部 補助金 タクシーを活用したテイクアウトメニューの宅配助成事業 団体・個人への事業費補助
食料及び飲料の運送に係る許可を受けた市内のタクシー事業
者及びそれらの事業者が構成する事業協同組合

0 終了 Ｒ２終了

210 経済部 補助金 旭川市休業等事業者緊急支援金 団体・個人への事業費補助 緊急事態宣言に伴う休業等要請の対象事業者 0 終了 Ｒ２終了

211 経済部 補助金 旭川市飲食店緊急応援支援金 団体・個人への事業費補助 市内の店内飲食を行っている飲食店 0 終了 Ｒ２終了

212 経済部 補助金 新規創業者スタートアップ補助金 団体・個人への事業費補助 コロナ禍中に創業した新規創業者 0 終了 Ｒ２終了

213 農政部 負担金 旭川市営農改善推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市営農改善推進協議会 0 終了 Ｒ２終了

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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214 農政部 補助金 新しい生活様式に対応した農業労働環境整備事業補助金 団体・個人への事業費補助
旭川市内で営農かつ住所を有する農業者及び生産組織であっ
て，農業経営において労働者を雇用している方又は雇用の見
込みのある方

0 終了 Ｒ２終了

215 農政部 補助金 農業経営自立支援資金利子補給金 個人等への利子補給補助 市内農業協同組合 0 終了 Ｒ２終了

216 農政部 補助金 省力水稲ハウス導入支援事業 団体への事業費補助
省力設備を備えた水稲育苗ハウスを設置しようとする者が所属
するＪＡ

0 終了 Ｒ２終了

217 農政部 補助金 旭川新そば応援！農業フェスタ実施事業補助金 団体への事業費補助 旭川市営農改善推進協議会 0 終了 Ｒ２終了

218 農政部 補助金 そば種子購入支援事業補助金 団体への事業費補助
あさひかわ農業協同組合，たいせつ農業協同組合，東旭川農
業協同組合，東神楽農業協同組合

0 終了 Ｒ２終了

219 経済部 補助金 旭川市感染リスク低減協力支援金 団体・個人への事業費補助
緊急事態宣言に伴う休業等要請の対象にならない市内の酒類
の提供がない又は酒類の提供をしているが，以前から19時以
降の営業を行っていない飲食店

0 終了 Ｒ２終了

220 経済部 補助金 旭川市休業等協力支援金 団体・個人への事業費補助
緊急事態宣言に伴い，R2年4/25～5/15まで休業等要請があっ
た事業者のうち4/25～5/6まで協力し，5/7～15までに営業を再
開した事業者

0 終了 Ｒ２終了

221 経済部 補助金 旭川市経営持続化臨時特別支援金 団体・個人への事業費補助 緊急事態宣言に伴う休業等要請の対象事業者 0 終了 Ｒ２終了

222 経済部 補助金 がんばる小規模事業者応援給付金 団体への事業費補助
売上高が前年同月比40%～50％未満減少している小規模事業
者

0 終了 Ｒ２終了

223 経済部 補助金 旭川工芸販路拡大支援補助金 団体への事業費補助 旭川工芸復活プロジェクト実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

224 経済部 負担金 サハリン文化経済戦略協議会負担金 団体への事業費補助 サハリン文化経済戦略協議会 4,000 継続 開始３年以内

225 経済部 負担金 地場農産物等を活用した高齢者向け食品開発支援負担金 団体への運営費補助 旭川食品産業支援センター 500 継続 開始３年以内

226 経済部 負担金 あさひかわ創造都市推進協議会負担金 団体への運営費補助 あさひかわ創造都市推進協議会 4,500 継続 開始３年以内

227 経済部 補助金 旭川市地域未来投資促進補助金 団体への事業費補助 市内の中小企業者等 9,600 継続 開始３年以内

228 経済部 補助金 高齢者向け食品開発補助金 団体への事業費補助 市内の中小企業者等 640 継続 開始３年以内

229 経済部 負担金 旭川圏トライアルワーク連携支援事業負担金 団体への事業費補助 旭川圏トライアルワーク推進協議会 12,986 継続 開始３年以内

230 経済部 補助金 緊急対策資金利子補給金 個人等への利子補給補助
緊急対策資金（災害・景気対策融資のうち景気関連。）を借り入
れた市内の中小企業者等のうち補助金交付申請者

29,967 継続 開始３年以内

231 農政部 補助金 農業ヘルパー確保支援事業補助金 団体への事業費補助 旭川市内の農業協同組合 300 継続 開始３年以内

232 農政部 補助金 耐久性・生産効率向上支援事業補助金 団体への事業費補助 旭川青果物生産出荷協議会各地区支部，東神楽蔬菜研究会 11,000 継続 開始３年以内

233 農政部 補助金 水稲育苗後ハウス利用推進事業補助金 団体への事業費補助
あさひかわ農業協同組合，東旭川農業協同組合，たいせつ農
業協同組合，東神楽農業協同組合（西神楽地区）

1,800 継続 開始３年以内

234 農政部 補助金 冬期野菜栽培普及推進事業補助金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川市内の農業者 200 継続 開始３年以内

235 農政部 補助金 民有林等活性化推進事業補助金（森林整備） 団体への事業費補助
森林組合又は森林法施行令第１１条第８号に規定する団体（森
林所有者の団体）及び森林経営計画の認定を受けた者

5,000 継続 開始３年以内

236 農政部 補助金 民有林等活性化推進事業補助金（森林整備促進奨励） 団体・個人への事業費補助
北海道の補助事業及び民有林等活性化推進事業（森林整備）
の補助事業者

3,000 継続 開始３年以内

237 農政部 補助金
民有林等活性化推進事業補助金（林業専用道等維持管
理）

団体への事業費補助 旭川市森林組合 3,400 継続 開始３年以内

238 農政部 補助金 普及啓発活動支援補助金 団体への事業費補助
市内に活動拠点を置く団体で，過去２年以上の活動実績を有
し，団体責任者，会計，監査が設置されている者

300 継続 開始３年以内

239 農政部 補助金 林業担い手確保・育成支援補助金 団体・個人への事業費補助

大型林業機械：北海道林業事業体登録業者のうち，旭川市内
に本社を有する林業事業体
中型林業機械：旭川市内に本社を有する林業事業体
小型林業機械：旭川市内に本社を有する林業事業体又は，旭
川市内に居住する林業従事者

26,000 継続 開始３年以内
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240 地域振興部 補助金 優良建築物等整備事業補助金 団体への事業費補助 民間事業者 150,000 継続

241 経済部 負担金 北の恵み 食べマルシェ実行委員会負担金 団体への事業費補助 北の恵み 食べマルシェ実行委員会 58,200 見直し Ｈ２８外部評価

242
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川冬まつり開催負担金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川冬まつり実行委員会 54,000 継続 Ｈ２８外部評価

243 経済部 負担金 旭川まちなかマネジメント協議会負担金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川まちなかマネジメント協議会 35,000 継続 Ｈ２８外部評価

244
観光スポーツ
交流部

補助金 （一社）旭川観光コンベンション協会補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 17,802 継続

245
観光スポーツ
交流部

補助金 コンベンション誘致活動運営補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 17,450 継続 Ｈ２８外部評価

246 地域振興部 負担金 旭川街あかり実行委員会負担金 団体への事業費補助 旭川街あかり実行委員会 14,000 継続 Ｈ２８外部評価

247 地域振興部 補助金 国際便地上支援業務等事業費補助金 団体への事業費補助
国際便地上支援業務を受託する事業者が直接委託する事業
者

12,000 見直し

248
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川夏まつり開催負担金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川夏まつり実行委員会 9,300 継続

249 地域振興部 負担金 旭川空港利用拡大期成会負担金 団体への事業費補助 旭川空港利用拡大期成会 8,700 継続

250
観光スポーツ
交流部

負担金 あさひかわ観光誘致宣伝協議会負担金 団体への補助（運営費・業費費） あさひかわ観光誘致宣伝協議会 7,700 継続 Ｈ２８外部評価

251 経済部 補助金 中心市街地出店促進補助金 団体・個人への事業費補助
中心市街地の空き店舗及び集合住宅の店舗部分を活用した新
規出店者

7,000 継続

252
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川市国際交流委員会負担金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川市国際交流委員会 7,000 継続

253 経済部 補助金 旭川商店街サポートセンター補助金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川商店街サポートセンター 6,800 継続

254
観光スポーツ
交流部

補助金 氷彫刻世界大会開催補助金 団体への補助（運営費・業費費） 氷彫刻世界大会実行委員会 5,600 継続

255
観光スポーツ
交流部

補助金 コンベンション誘致推進事業補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 5,500 継続

256 地域振興部 補助金 旭川市山村定住促進補助金 個人への事業費補助
振興山村地域である江丹別地域に移住（季節移住を含む）する
者又は移住用の住宅を供給する者

4,752 継続 Ｈ２４外部評価

257 経済部 補助金 まちなかぶんか推進協議会補助金 団体への事業費補助 まちなかぶんか推進協議会 4,000 継続

258 経済部 補助金 旭川平和通買物公園企画委員会補助金 団体への事業費補助 旭川平和通買物公園企画委員会 3,550 継続

259
観光スポーツ
交流部

補助金 観光ガイドマップ作製事業補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 3,000 継続

260 経済部 補助金 共通利用駐車場等運営補助金 団体への事業費補助 旭川平和通商店街振興組合 2,400 継続

261
観光スポーツ
交流部

負担金 北海道音楽大行進開催負担金 団体への補助（運営費・業費費） 北海道音楽大行進実行委員会 2,400 継続

262 地域振興部 補助金 旭川市生活交通路線維持対策費補助金 団体への事業費補助 路線バス事業者 1,722 継続 Ｈ２４外部評価

263
観光スポーツ
交流部

補助金 （一社）旭川観光コンベンション協会管理費補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 1,600 継続

264 地域振興部 負担金 中心市街地活性化協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市中心市街地活性化協議会 1,500 継続

第8次総合計画 基本政策７：温かなまちの賑わいと国内外との多様な交流の創出
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265 経済部 補助金 旭川市商店街振興組合連合会補助金 団体への補助（運営費・業費費） 旭川市商店街振興組合連合会 1,500 継続

266 地域振興部 補助金 ユニバーサルデザインタクシー導入促進補助金 団体・個人への事業費補助 タクシー事業者 1,300 継続

267 経済部 補助金 永山屯田まつり開催補助金 団体への事業費補助 永山屯田まつり実行委員会 1,200 継続

268 経済部 補助金 銀座仲見世通り運営委員会補助金 団体への事業費補助 銀座仲見世通り運営委員会 1,150 継続 Ｈ２４外部評価

269 経済部 補助金 花火inKAGURA開催補助金 団体への事業費補助 花火inKAGURA実行委員会 1,000 継続 Ｈ２４外部評価

270 地域振興部 補助金 鉄道利用促進事業助成金 団体・個人への事業費補助 個人または団体 1,000 継続

271 地域振興部 負担金 旭川移住生活体験住宅運営協議会負担金 団体への事業費補助 旭川移住生活体験住宅運営協議会 950 見直し

272
観光スポーツ
交流部

補助金 氷彫刻推進補助金 団体への補助（運営費・業費費） 特定非営利活動法人日本氷彫刻会 620 継続

273
観光スポーツ
交流部

負担金 こたんまつり開催負担金 団体への事業費補助 こたんまつり実行委員会 600 継続

274
観光スポーツ
交流部

補助金 旭川市姉妹友好都市青少年交流補助金 団体への事業費補助 令和２年度：旭川・ブルーミントン・ノーマル姉妹都市委員会 550 継続

275
観光スポーツ
交流部

補助金 中心市街地Wi-Fi環境整備事業補助金 団体への事業費補助 旭川平和通商店街振興組合 500 継続

276
観光スポーツ
交流部

補助金 旭川路線バス観光利用促進事業補助金 団体への事業費補助 旭川路線バス観光利用促進協議会 500 継続

277
観光スポーツ
交流部

補助金 観光ボランティア研修事業補助金 団体への事業費補助 旭川観光ボランティア協議会 460 継続

278 経済部 補助金 旭山夜桜まつり開催補助金 団体への事業費補助 旭山公園夜桜保存委員会 400 継続

279 地域振興部 負担金 バスの日イベント実行委員会負担金 団体への事業費補助 バスの日イベント実行委員会 200 継続

280 経済部 補助金 旭川卸商連盟補助金 団体への事業費補助 旭川卸商連盟 200 継続

281
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川宿泊応援事業負担金 団体への事業費補助 旭川宿泊応援事業実行委員会 145,256 終了

282 経済部 補助金 石狩川フェスティバル開催補助金 団体への事業費補助 石狩川フェスティバル実行委員会 1,400 終了

283 地域振興部 負担金 あさひかわプレミアム付商品券発行事業負担金 団体への事業費補助 あさひかわプレミアム付商品券等発行事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

284 地域振興部 補助金 公共交通事業者等緊急支援金 団体・個人への事業費補助 交通事業者 0 終了 Ｒ２終了

285 地域振興部 補助金 路線バス広域路線運行支援金 団体への事業費補助 交通事業者 0 終了 Ｒ２終了

286 地域振興部 補助金 路線バス生活交通路線運行支援金 団体への事業費補助 交通事業者 0 終了 Ｒ２終了

287 地域振興部 補助金 環状通り循環線実証実験運行支援金 団体への事業費補助 交通事業者 0 終了 Ｒ２終了

288 地域振興部 補助金 旭川空港における汚物運搬作業補助金 団体への事業費補助 旭川空港ビル株式会社 0 終了 Ｒ２終了

289 地域振興部 補助金 旭川市国内航空定期路線維持確保緊急支援金 団体への事業費補助 国内航空会社 0 終了 Ｒ２終了

290 地域振興部 補助金 ハイジャック等防止対策事業補助金 団体への事業費補助
ハイジャック等防止対策事業を実施する航空運送事業者並び
に旅客及び貨物ターミナルビル設置者

0 終了 Ｒ２終了

291 経済部 負担金 中心部飲食店応援事業実行委員会負担金 団体への補助（運営費・業費費） 中心部飲食店応援事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

292 経済部 負担金 飲食店応援事業実行委員会負担金 団体への補助（運営費・業費費） 飲食店応援事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了
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293
観光スポーツ
交流部

負担金 閑散期観光誘致促進負担金 団体への補助（運営費・業費費） あさひかわ観光誘致宣伝協議会 0 終了 Ｒ２終了

294
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川教育旅行等割引券発行事業負担金 団体への事業費補助 あさひかわプレミアム付商品券等発行事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

295
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川飲食おもてなし割引券発行事業負担金 団体への事業費補助 あさひかわプレミアム付商品券等発行事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

296
観光スポーツ
交流部

補助金 観光チケット販売促進補助金 団体への補助（運営費・業費費） （一社）旭川観光コンベンション協会 0 終了 Ｒ２終了

297
観光スポーツ
交流部

補助金 ホテル・旅館業事業者緊急支援金 団体への事業費補助 市内旅館・ホテル営業事業者 0 終了 Ｒ２終了

298
観光スポーツ
交流部

補助金 旭川市教育旅行等推進助成金 個人への事業費補助
旅行業法(昭和27 年法律第239 号)第３条の許可を受けた旅行
業又は旅行業者代理業を営む事業者で市内に本店を有するも

0 終了 Ｒ２終了

299
観光スポーツ
交流部

補助金 宿泊施設感染症対策強化支援金 団体への事業費補助 市内ホテル・旅館 0 終了 Ｒ２終了

300
観光スポーツ
交流部

負担金 旭川市哈爾濱友好都市提携２５周年記念事業負担金 団体への事業費補助 旭川市・哈爾濱市友好都市提携２５周年記念事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

301 地域振興部 補助金 旭川市路線バス乗務員確保対策助成金 団体・個人への事業費補助
① 他自治体から転入し，路線バス乗務員となった者　② ①に
規定する者に助成金と同額を支給する路線バス事業者

1,200 継続 開始３年以内

302 経済部 負担金 ICTパーク推進協議会負担金 団体への事業費補助 ICTパーク推進協議会 8,400 継続 開始３年以内

303 経済部 負担金 ICTパーク運営負担金 団体への運営費補助 一般社団法人大雪カムイミンタラDMO 64,500 継続 開始３年以内

304 地域振興部 負担金 旭川移住促進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川移住促進協議会 5,000 継続 開始３年以内

305 地域振興部 補助金 旭川市移住支援金 個人への事業費補助 東京圏からの移住者 3,000 継続 開始３年以内
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（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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306 建築部 補助金 住宅雪対策補助金 団体・個人への事業費補助 個人等（市税の滞納のない者） 40,000 継続 Ｈ２８外部評価

307 建築部 補助金 住宅改修補助金 個人への事業費補助 個人（市税の滞納のない者） 38,500 継続 Ｈ２８外部評価

308 建築部 補助金 やさしさ住宅補助金 団体・個人への事業費補助 個人等（市税の滞納のない者） 6,000 継続

309 建築部 補助金 アスベスト対策事業補助金 団体・個人への事業費補助
個人等（事業の対象となる建築物の所有者又は除去等工事を
行おうとする者，共同住宅等の団体（管理組合等）の代表者で
市税の滞納がない者）

1,950 継続 Ｈ２４外部評価

310 建築部 補助金 不良空き家住宅等除却費補助金 団体・個人への事業費補助 個人等への補助 1,200 継続

311 建築部 補助金 住宅耐震改修補助金 団体・個人への事業費補助
個人等（国，地方公共団体，独立行政法人を除いた者で，市税
の滞納がない者）

822 見直し

312 建築部 補助金 住宅耐震診断補助金 団体・個人への事業費補助
個人等（国，地方公共団体，独立行政法人を除いた者で，市税
の滞納がない者）

178 見直し

313 環境部 補助金 狩猟免許取得支援事業補助金 個人への事業費補助 第一種銃猟免許を取得した個人 150 継続

314 建築部 補助金 大規模建築物耐震診断等補助金 団体・個人への事業費補助
個人等（国，地方公共団体，独立行政法人を除いた者で，市税
の滞納がない者）

0 見直し

315 建築部 補助金 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助金 団体への事業費補助 団体（高齢者向け優良賃貸住宅の事業主体） 7,660 終了

316 土木部 補助金 旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金 団体への事業費補助
補助事業者の条件を満たす除排雪関係業務受託（受託予定者
含む）者

1,000 継続 開始３年以内

第8次総合計画 基本政策８：四季を通じて暮らしやすい快適な都市の構築

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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317 環境部 補助金 再生資源回収奨励金 団体への事業費補助 再生資源回収活動を実施する市民団体 31,174 継続 Ｈ２８外部評価

318 環境部 補助金 浄化槽設置整備事業補助金 個人への事業費補助 合併処理浄化槽の設置を行う個人 8,409 継続 Ｈ２８外部評価

319 環境部 負担金 旭川市生物多様性保全推進協議会負担金 団体への事業費補助 旭川市生物多様性保全推進協議会 7,419 継続

320 土木部 補助金 旭川市を緑にする会補助金 団体への事業費補助 旭川市を緑にする会 4,000 見直し

321 土木部 負担金 花フェスタ２０２０旭川開催負担金 団体への事業費補助 花フェスタ旭川実行委員会 3,300 継続

322 環境部 補助金 旭川市地域エネルギー設備等導入促進事業補助金 団体・個人への事業費補助
市内に居住している個人，市内で事業活動をしている民間事業
者

2,090 継続

323 環境部 負担金 あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 団体への事業費補助 あさひかわ自然共生ネットワーク 50 継続

324 環境部 補助金 旭川市薪ストーブ導入促進事業補助金 団体・個人への事業費補助
市内に居住している個人，市内で事業活動をしている民間事業
者

3,200 継続 開始３年以内

第8次総合計画 基本政策９：環境負荷の低減と自然との共生の確保

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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325 土木部 補助金 街路灯維持補助金 団体への事業費補助
街路灯を維持管理し，電気料金を支払っている町内会等の団
体

65,000 継続

326 土木部 補助金 街路灯設置補助金 団体への事業費補助 街路灯を設置する団体 34,403 継続

327 防災安全部 補助金 旭川市交通安全運動推進委員会運営費補助金 団体への運営費補助 旭川市交通安全運動推進委員会 2,951 継続

328 防災安全部 補助金 旭川市暴力追放運動推進協議会活動補助金 団体への運営費補助 旭川市暴力追放運動推進協議会 600 継続

329 市民生活部 補助金 旭川消費者協会事業費補助金 団体への事業費補助 一般社団法人旭川消費者協会 300 継続

330 防災安全部 補助金 地域安全活動補助金（旭川中央防犯協会） 団体への運営費補助 旭川中央防犯協会 200 継続

331 防災安全部 補助金 地域安全活動補助金（旭川東防犯協会） 団体への運営費補助 旭川東防犯協会 200 継続

332 消防本部 補助金 緊急通報システム設置等助成金 個人への事業費補助
緊急通報システム通報機器を購入し，設置する一般利用者の
うち助成金の交付要件に該当する者

130 継続

第8次総合計画 基本政策１０：安心につながる安全な社会の形成

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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333 市民生活部 補助金 旭川市市民委員会活動補助金 団体への補助（運営費・事業費） 市内63地区市民委員会 31,707 継続

334 市民生活部 補助金 旭川市地域会館建設費等補助金 団体への事業費補助
町内会，地区市民委員会，２以上の町内会の連合体等住民活
動の母体となっている団体

8,164 継続

335 市民生活部 補助金 地域まちづくり推進事業補助金 団体への事業費補助
旭川市地域まちづくり推進協議会設置要綱の別表に定める各
協議会の所管区域の住民等が組織する団体

6,600 継続

336 市民生活部 補助金 旭川市市民委員会連絡協議会運営補助金 団体への運営費補助 旭川市市民委員会連絡協議会 5,480 継続

337 市民生活部 負担金 協働事業提案制度負担金 団体への事業費補助
審査選考を経て提案事業が採択された旭川市内で市民活動を
行っている団体

2,000 継続

338 市民生活部 補助金 旭川市市民憲章推進委員会活動補助金 団体への運営費補助 旭川市市民憲章推進委員会 100 継続

339 市民生活部 補助金 町内会等活性化事業補助金 団体への事業費補助 町内会・自治会 1,500 継続 開始３年以内

340 市民生活部 負担金 地域まちづくり推進事業負担金 団体への事業費補助
旭川市地域まちづくり推進協議会設置要綱の別表に定める各
協議会の所管区域の住民等が組織する団体等

500 継続 開始３年以内

341
観光スポーツ
交流部

負担金
旭川市・南さつま市姉妹都市交流実行委員会（仮称）負担
金

団体への事業費補助 旭川市・南さつま市姉妹都市提携５周年記念事業実行委員会 0 終了 Ｒ２終了

第8次総合計画 基本政策１１：市民，地域，行政が結び付き，心が通い合う環境づくり

第8次総合計画 基本政策１２：広域連携によるまちづくり

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考

連番 部局 区分 名称 性格 交付先
３年度予算
（繰越含む）
単位：千円

一次評価 備考
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