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第１ 監査の概要

１ 監査の実施団体、実施時期及び財政的援助等の種目

監査は、道が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的

援助を与えている団体、資本金等の 4 分の 1 以上を出資している団体及び公の施設の管

理を行わせている団体のうち145団体について、平成23年 6 月から平成24年 1 月までの

間に実施した。

なお、監査実施団体の名称、監査の実施時期及び財政的援助等の種目は、別表のとお

りである。

２ 監査の主眼

監査は、平成22年度における道の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行につい

て、次の事項に重点を置いて実施した。

(1) 事業は補助要綱や交付条件、協定等に従って実施されているか。

(2) 補助事業等に係る収支の会計経理は適切か。

(3) 事業が経済的、効率的に行われているか、また、所期の目的に沿った効果を上げ

ているか。

(4) 使用料や手数料等の徴収は、規定に基づき適切に行われているか。

(5) 給与規程、旅費規程等に基づき執行されているか。

(6) 購入や支出の決定において、必要性が十分検討されているか。

(7) 契約の手続は、規定に基づき適正に行われているか。

(8) 契約内容等について、見直しすべき点はないか。

(9) 現金等の管理は適切か。

(10) 固定資産の登記や台帳等の管理は適切か。

(11) 予算及び決算は定款や寄附行為等に従って適切に決定されているか。

(12) 財務諸表等は、法令等に準拠して作成されているか。

(13) 監事監査は適正に実施されているか。

(14) 経理規程等が整備され、これに従った会計処理がなされているか。

(15) 出納関係帳簿、預金通帳等の記帳及び証拠書類の整備、保存は適切か。

３ 監査の実施方法

(1) 監査は、監査実施団体のすべてについて、実地監査又は書面監査により実施した。

(2) 監査は、道の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について、提出を求めた

監査資料、出納関係帳簿、預金通帳、収入・支出関係書類等により実施した。

第２ 監査の結果

１ 監査結果の区分

監査の結果については、是正又は改善を求めることとした事項を次により指摘事項、

指導事項又は検討事項に区分した。



- 2 -

なお、指摘事項については団体名を記載することとした。

(1) 指摘事項

違法又は不当な事項のうち、誤りの程度が重大なもの、著しい損害を生じているも

の又は著しく妥当性を欠くもの

(2) 指導事項

違法又は不当な事項のうち、指摘事項までに至らないもの

(3) 検討事項

財政的援助等の所管部局で是正又は改善の方策等を検討する必要があると認められ

るもの

２ 監査結果

監査の結果、指摘事項、指導事項及び検討事項としたものは、次表のとおりである。

実施 指摘 指摘 内 訳

区 分 団体 等団 等件 指摘 指 導 件 数 検討

数 体数 数 件数 事業 収入 支出 契約 財産 工事 経理 道の 計 件数

執行 管理 部局

財 団 法 人 20 5 10 2 1 1 3 3 8

社 団 法 人 12 2 5 1 2 1 1 4

学 校 法 人 44 19 32 2 5 4 1 18 2 30

社会福祉法人 20 4 8 3 1 3 4 1

医 療 法 人 5

商工会議所・商工会 13

そ の 他 31 7 17 2 2 5 3 2 1 2 15

計 145 37 72 10 9 12 4 3 3 19 11 61 1

３ 指摘事項

監査の結果、指摘事項としたものは、次のとおりである。

(1) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金において、補助対象経費となる工事費等

の算定を誤ったことから、補助金158万3,000円が過大となっていた。

（社会福祉法人上ノ国福祉会）

(2) 私立専修学校等管理運営費補助金において、大学入学資格付与学級加算の学級がな

いにもかかわらず加算が行われたことから、補助金135万円が過大となっていた。

また、高等学校等就学支援金において、対象となる学生数の算定を誤ったことから、

補助金 3 万9,600円が過大となっていた。 （学校法人谷内学園）

(3) 商店街振興対策事業費補助金において、事務所の借上げに要する賃料等の算定や職

員に対する旅費の支給を誤ったことから、補助金85万606円が過大となっていた。

（北海道商店街振興組合連合会）

(4) 救急勤務医支援事業費補助金において、補助対象とならない非常勤医師に係る報酬
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を補助対象としたことから、補助金32万円が過大となっていた。

（社会福祉法人北海道社会事業協会）

(5) 障害者自立支援対策推進事業費補助金において、地域生活に移行した退所者への相

談指導に関する人件費の算定を誤ったことから、補助金 9 万8,000円が過大となって

いた。 （社会福祉法人厚生協会）

(6) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援事業費補助金において、研修講師謝金とし

て報償費を補助対象経費としているが、当該経費に係る業務は法人内の職員が行い、

実際には支出していないことから、補助金 7 万8,000円が過大となっていた。

（社団法人北海道勤労者医療協会）

(7) 子育て支援対策費補助金において、地上デジタル放送対応テレビ等を購入している

が、納品されていない物品を納品があったこととして実績報告をしているものがあっ

た。 （学校法人岡田学園）

(8) 補助金が補助事業者である団体から更に間接補助金等となって間接補助事業者に給

付される場合については、その事業は、間接補助金等を交付することそのものである

ため、間接補助事業者に対する支払を完了することが補助事業の完了となるが、年度

内に間接補助金の支払を完了していないにもかかわらず、年度内に事業が完了したと

していた。 （財団法人北海道青少年育成協会）

（公益財団法人北海道科学技術総合振興センター）

(9) 財務諸表については、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明

りょうに表示しなければならないが、利用料金収入等の会計区分を誤って計上してい

るものや重複して計上しているもの、支出内容が不明なもの、未収金を貸借対照表に

記載していないものがあるなど、会計処理が不適切となっていた。

（特定非営利活動法人森の仲間たち）

４ 指導事項

監査の結果、指導事項としたものは、次のとおりである。

(1) 団体に関するもの

ア 事業の執行に関するもの

(ｱ) 高等学校等就学支援金において、世帯の所得が一定の要件を満たす場合は、標

準額のほかに加算額が支給されるが、所得要件の確認を誤ったことから、支援金

が過大になっているものや過少になっているものがあった。

(ｲ) 子育て支援対策費補助金におけるデジタルテレビ等整備事業については、デジ

タルテレビ等購入費とアンテナ工事費とを区分し、それぞれの補助対象経費を算

定することとされているが、デジタルテレビ等購入に係る支出をアンテナ工事に

係る補助対象経費としたため、補助金が過大となっているものがあった。

(ｳ) 芸術文化活動費補助金において、補助対象外経費である食糧費を補助対象経費
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としているものがあった。

(ｴ) 高等学校等就学支援金事務費補助金において、補助対象外経費である前年度執

行経費を補助対象経費としているものがあった。

(ｵ) 私立幼稚園管理運営費補助金において、補助対象外経費である次年度に新設し

た幼稚園の経費や理事が主に私用に用いる乗用車の年間リース料を補助対象経費

としているものがあった。

(ｶ) 看護師等養成費補助金において、補助対象経費である人件費の算定に誤りのあ

るものがあった。

(ｷ) 子育て支援対策費補助金において、当該事業により購入した備品については、

適切な使用及び管理を行うこととされているが、液晶テレビについて使用されず

に長期間保管されたままとなっているものがあった。

(ｸ) 軽費老人ホーム運営費補助金において、事務費本人徴収額を認定するに当たり、

収入や必要経費などを確認するための証明書等の関係資料に不足があるものや、

対象収入などの算定に誤りのあるものがあった。

(ｹ) 林業・木材産業改善資金貸付金において、団体が道との間で締結した譲渡担保

契約書では、団体は、速やかに道を被保険者とし、資金の未償還額以上の額を保

険金額とした保険を物件に付さなければならないこととされているが、これを行

っていないものがあった。

イ 支出に関するもの

(ｱ) 手当の支給において、規程に定めがなく支給しているものや規程に定める支給

基準によらない額を支給しているものがあった。

(ｲ) 手当の支給において、支給の始期を誤ったことから、過払いとなっているもの

があった。

(ｳ) 臨時職員の給与の支給において、最低賃金法で定める北海道の最低賃金を下回

る額を支給しているものがあった。

(ｴ） 外部委員に対して、規程に定められた旅費を支給すべきところ、タクシーチケ

ットを配付したことから、不経済な支出となっているものがあった。

(ｵ) 旅費の支給において、旅費規程に定めのない旅費交通費を支給しているものが

あった。

(ｶ) 航空機を利用する旅行において、旅行命令簿には、航空賃の支払を証明するに

足る書類として、現に支払った旅客運賃に係る領収書、航空機の搭乗券等を添付

しなければならないこととされているが、これを添付していないものがあった。

(ｷ) 経費の支出において、団体の規程では、債権者から提出を受けた請求書により

行わなければならないこととされているが、この規定によらずに支出しているも

のがあった。
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(ｸ) 業務委託契約において、契約書では業務が終了したときは完了通知書の提出を

受けることとされているが、契約の相手方から完了通知書の提出を受けず、業務

の完了を確認しないまま委託料を支出しているものがあった。

(ｹ) 業務委託契約において、委託料の支払は、業務の履行の確認後行わなければな

らないが、当該業務に係る書面による結果報告を受けることなく委託料を支払っ

ているものがあった。

また、団体は業務担当員を受託者に通知し、受託者は業務処理責任者等を団体

に通知することとされているが、これらが行われていないものがあった。

(ｺ) 外国人留学生助成金支給事業において、助成金の支給は支給申請書を受理のう

え決定しなければならないが、申請書の提出がないにもかかわらず学校からの推

薦者名簿のみで決定し、支給しているものがあった。

また、実績報告書の提出を受けないまま、額の確定を行っているものがあった。

ウ 契約に関するもの

(ｱ) 固定資産の取得において、団体の規程では、100万円以上の契約を締結すると

きは、契約書を作成しなければならないこととされているが、これを作成してい

ないものがあった。

(ｲ) 物品の購入において、 1 件の契約とすることが可能であったが、特段の理由が

ないのに、 1 件当たり50万円未満の契約に分割しているものがあった。

また、 1 件の予定価格が50万円未満の物品の購入については、原則として、定

時見積りにより契約の相手方を決定することとされているが、特段の理由がない

のに、定時見積りによらずに契約しているものがあった。

(ウ) 物品購入に係る見積合せの執行において、無権代理人が提出した見積書は無効

としなければならないが、見積りの権限を委任されていない者が提出した見積書

を有効なものとしているものがあった。

(ｴ) 業務委託契約において、契約期間開始後に契約締結決定を行っているものがあ

った。

また、契約の相手方を決定したときは契約書を 7 日以内に作成し、契約を締結

しなければならないが、この期間を超えて契約を締結しているものがあった。

エ 財産管理に関するもの

(ｱ) 切手の管理において、団体の取扱いでは、切手在庫管理一覧表により金種別に

受払いを管理し、使用した都度記入することとされているが、これを行なってい

ないものがあった。

(ｲ) 毒物、劇物等の管理において、管理者は受領又は使用したときは、受払簿にそ

の都度記録しなければならないが、これを行っていないものがあった。

(ｳ) 生産物の生産があった場合には、生産管理簿を作成し、経理担当者の確認を受



- 6 -

けることとされているが、それらが行われていなかったことから、作物ごとの生

産量、使用量、廃棄量等が不明となっているものがあった。

オ 工事に関するもの

(ｱ) 家畜ふん尿処理施設整備工事において、ふん尿を畜舎から貯留槽へ送る地下ポ

ンプ室の設計に当たり、ポンプ室の上部には人が立ち入ることを想定して鋼製の

蓋を被せていたが、この蓋の強度が不足していたことから、使用上の支障が起き

るため改善が必要なものがあった。

(ｲ) 農業用施設整備工事において、サイロや農機具庫などの敷地造成に当たり、敷

地の表土を草根と土にふるい分けし、草根のみを運搬して処分すべきところ、誤

って土も運搬処分することとしたことから、設計金額が過大となっているものが

あった。

(ｳ) 家畜ふん尿処理施設整備工事において、発生するコンクリート塊を処分する場

合には、建設リサイクル法に基づき、分別解体や再資源化等に関して適正な処理

を行わせるため、工事契約締結前に再資源化等に要する費用などを記載した協議

書を落札者に提出させ、事前協議をしなければならないが、これを行っていない

ものがあった。

カ その他団体の経理に関するもの

(ｱ) 予算及び決算に関するもの

a 予算の執行については、予算額の範囲内で行わなければならないが、補正又は

流用の手続を行わずに、予算額を超えて支出しているものがあった。

b 資金計画は、予算編成時及び必要に応じて随時に作成しなければならないこと

とされているが、これを作成していないものがあった。

c 学校法人の業務又は財産の状況については、毎会計年度、監事が監査報告書を

作成し、当該会計年度終了後 2 箇月以内に理事会及び評議員会に提出することと

されているが、理事会等で選任された監事ではない者が監査報告書を作成した上、

当該年度終了後 2 箇月を過ぎて理事会等へ提出しているものがあった。

(ｲ) 会計事務に関するもの

a 学校法人の資産総額について変更があるときは、会計年度末における決算額を

当該会計年度終了後 2 箇月以内に登記しなければならないが、登記を行っていな

いもの、当該会計年度終了後 2 箇月を超えて登記しているものや誤った金額を登

記しているものがあった。

b 監事の選任については、寄附行為では、理事、評議員及びそれらの親族その他

特殊の関係がある者が含まれることになってはならないとされているが、評議員

の配偶者が監事となっているものがあった。

c 評議員会については、私立学校法では、理事の定数の 2 倍を超える数をもって
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組織することとされているが、寄附行為に規定している評議員の定数が、理事の

定数の 2 倍を超えていないものがあった。

d 職員の出張において、団体の規程では、決裁権限を有する者の旅行命令によっ

て行うこととされているが、道外旅行について、権限のない者が旅行命令を行っ

ているものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

ア 補助金について、過大に交付しているものなどがあったので、書類の審査を適切

に行うとともに、必要に応じて現地調査を行うなどにより、補助金の額の確定を適

切に行うべきであった。

イ 補助金が補助事業者である団体から更に間接補助金等となって間接補助事業者に

給付される場合については、その事業は、間接補助金等を交付することそのもので

あるため、間接補助事業者に対する支払を完了することが補助事業の完了となるが、

年度内に間接補助金の支払を完了していないにもかかわらず、年度内に事業が完了

したとしているものがあったので、補助事業等実績報告書の審査を的確に行うとと

もに、適切な事業の執行となるよう団体を指導すべきであった。

ウ 財務諸表については、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を

明りょうに表示しなければならないが、利用料金収入等の会計区分を誤って計上し

ているものや重複して計上しているもの、支出内容が不明なもの、未収金を貸借対

照表に記載していないものがあるなど、会計処理が不適切なものがあったので、会

計処理を適切に行うよう団体を指導すべきであった。

５ 検討事項

監査の結果、道の部局に対して検討事項としたものは、次のとおりである。

感染症指定医療機関運営費補助金において、補助対象経費の算出の基礎となる職員数

をとらえる基準日が明らかとなっておらず、補助対象団体ごとに取扱いが異なっている

ことから、補助金交付要綱等において按分の基礎となる職員数の算定方法等を明確とす

るよう検討を行う必要がある。
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（別 表）

監査の実施団体、実施時期及び財政的援助等の種目

番号 監査実施団体 監査実施時期 財 政 的 援 助 等 の 種 目

１ 財団法人北海道暴 平成23年 6月 8日 出資 1,021,717,000円

力追放センター

２ 北海道土地改良事 平成23年 6月 9日 １ 補助金 220,155,000円

業団体連合会 (1) 水土保全強化対策事業

(2) 農業用水水源地域保全対策事業

(3) 土地改良施設維持管理適正化事業

(4) 団体営調査設計事業

２ 交付金 13,003,010,108円

(1) ２１世紀高生産基盤整備促進特別対策

事業

(2) 食料・環境基盤緊急確立対策事業

(3) 持続的農業・農村づくり促進特別対策

事業

３ 利子補給 161,836,711円

（1） 土地改良負担金償還対策事業

（2） 土地改良負担金償還特別対策事業

（3） 担い手育成支援事業

３ 社団法人岩見沢市 平成23年 6月10日 補助金 10,248,422円

医師会 (1) 高等学校等就学支援金

(2) 看護師等養成費補助金

(3) 結核予防費補助金

４ 財団法人北海道地 平成23年 6月13日 １ 出資 10,000,000円

域活動振興協会 ２ 補助金 31,264,954円

地域活動推進事業

３ 公の施設の管理 27,290,100円

北海道立市民活動促進センター指定管理

業務

５ 財団法人北海道青 平成23年 6月14日 １ 出資 1,000,000円

少年福祉協会 ２ 補助金 101,918,304円

北海道青少年福祉協会補助金

６ 社会医療法人禎心 平成23年 6月15日 １ 補助金 9,991,000円

会 (1) 新型インフルエンザ患者受入医療機関

設備整備事業

(2) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(3) 病院内保育所運営費補助金
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２ 交付金 30,719,005円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

７ 社団法人北海道勤 平成23年 6月15日 １ 補助金 34,700,000円

労者医療協会 (1) 総合内科医養成研修センター運営支援

事業

(2) 看護師等養成費補助金

(3) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

２ 交付金 10,731,370円

北海道介護職員処遇改善交付金

８ 財団法人北海道埋 平成23年 6月16日 １ 出資 10,000,000円

蔵文化財センター ２ 公の施設の管理 109,098,000円

北海道立埋蔵文化財センター指定管理業務

９ 公益財団法人札幌 平成23年 6月20日 補助金 100,000,000円

交響楽団 芸術文化事業

10 北海道土地開発公 平成23年 6月21日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 3,988,596円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,499,908,229円

(1) 公有地取得事業

(2) 土地造成事業

４ 支払保証 34,857,235,731円

11 社団法人北海道バ 平成23年 6月21日 交付金 90,450,000円

ス協会 運輸事業振興助成事業

12 財団法人北海道勤 平成23年 6月22日 １ 出資 200,000,000円

労者信用基金協会 ２ 損失補償 10,100,508円

北海道勤労者信用基金協会損失補償

13 社団法人北海道シ 平成23年 6月22日 補助金 9,316,000円

ルバー人材センタ 高年齢者労働能力活用事業費補助金

ー連合会

14 北海道信用保証協 平成23年 6月23日 １ 出資 12,345,046,000円

会 ２ 補助金 336,340円

北海道信用保証協会保証料補給金

３ 損失補償 1,632,466,416円

15 学校法人西岡学園 平成23年 6月23日 補助金 33,444,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金
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(2) 私立学校特別支援教育対策費補助金

(3) 子育て支援対策費補助金

16 財団法人北海道中 平成23年 6月24日 １ 出資 5,000,000円

小企業総合支援セ ２ 補助金 342,485,909円

ンター (1) 中小企業総合支援センター運営事業

(2) 中小企業競争力強化促進事業

(3) 創業促進総合支援事業

(4) 設備資金貸付事業事務費補助金

(5) 小規模企業者等設備貸与事業円滑化補

助金

３ 負担金 2,906,734円

北海道道央中核地域産業立地・人材養成

等支援事業

４ 貸付金 9,969,581,274円

(1) 事業化資金貸付事業

(2) 設備導入資金

(3) 設備貸与資金

(4) 北海道中小企業応援ファンド

(5) 創造的中小企業創出支援投資原資貸付金

５ 損失補償 460,000,000円

設備貸与事業

17 学校法人栗原学園 平成23年 7月 6日 補助金 29,271,200円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 高等学校等就学支援金

(3) 高等学校等就学支援金事務費補助金

18 社団法人十勝釧路 平成23年 7月6日 補助金 164,850,000円

管内さけます増殖 鮭鱒増殖施設整備事業

事業協会

19 北海道公立大学法 平成23年 7月12日 １ 出資 34,585,130,000円

人札幌医科大学 ～14日 ２ 補助金 693,412,162円

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設

整備等事業

(2) がん診療連携拠点病院機能強化事業

(3) 新型インフルエンザ患者受入医療機関

設備整備事業

(4) 救急医養成促進事業

(5) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(6) 衛生学院助産師課程移管関連事業

(7) 防災訓練等参加事業

３ 交付金 6,407,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費



- 11 -

４ 貸付金 520,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学長期貸

付金

20 学校法人桔梗学園 平成23年 7月13日 補助金 42,210,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立学校特別支援教育対策費補助金

(3) 子育て支援対策費補助金

21 社会福祉法人函館 平成23年 7月13日 １ 補助金 62,866,920円

カトリック社会福 (1) 社会福祉施設整備事業

祉協会 (2) 子育て支援対策費補助金

２ 交付金 2,922,572円

福祉・介護人材の処遇改善事業

22 公益財団法人函館 平成23年 7月15日 １ 出資 948,000,000円

地域産業振興財団 ２ 補助金 26,839,442円

(1) 函館地域産業振興財団補助事業

(2) 地域イノベーションクラスタープログ

ラム

３ 公の施設の管理 20,601,000円

北海道立工業技術センター指定管理業務

23 学校法人野又学園 平成23年 7月15日 補助金 668,432,750円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校管理運営費補助金（過疎

区域）

(3) 私立高等学校管理運営費補助金（小規

模校経営改善促進費）

(4) 私立幼稚園管理運営費補助金

(5) 私立専修学校等管理運営費補助金

(6) 私立高等学校授業料軽減補助金

(7) 高等学校等就学支援金

(8) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(9) 子育て支援対策費補助金

(10) 看護師等養成費補助金

24 社団法人旭川手を 平成23年 7月20日 １ 補助金 19,930,000円

つなぐ育成会 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 624,108円

福祉・介護人材の処遇改善事業

25 財団法人北海道農 平成23年7月5日～ １ 出資 339,500,000円

業開発公社 8日、21日～22日 ２ 補助金 4,265,191,854円

(1) 畜産担い手育成総合整備事業

(2) 畜産環境整備事業
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(3) 農地保有合理化促進事業

(4) 農場リース円滑化事業

(5) 強い農業づくり事業

(6) 海外農業青年交流促進事業

(7) 北海道農業担い手育成センター事業

(8) 北海道就農支援資金償還免除事業

３ 負担金 24,381,000円

北海道農業担い手育成センター負担金

４ 貸付金 354,775,000円

(1) 農業生産法人出資育成事業

(2) 就農支援資金貸付事業

26 学校法人太陽学院 平成23年 8月 2日 補助金 63,818,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

27 社会福祉法人侑愛 平成23年 8月 3日 １ 補助金 76,694,824円

会 (1) 社会福祉施設整備事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

(3) 重症心身障害児通園事業

(4) 福祉工場運営費補助金

(5) 児童福祉施設入所児童等特別支援事業

(6) 子育て支援対策費補助金

(7) 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事

業

２ 交付金 67,274,419円

福祉・介護人材の処遇改善事業

３ 利子補給 236,992円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

28 社会福祉法人函館 平成23年 8月 3日 １ 補助金 75,651,000円

恭北会 精神障害者社会復帰施設等運営事業

２ 交付金 1,857,126円

福祉・介護人材の処遇改善事業

29 医療法人鴻仁会深 平成23年 8月 4日 １ 補助金 18,000,000円

瀬病院 療養病床転換支援費補助金

２ 交付金 1,145,703円

北海道介護職員処遇改善交付金

30 特定非営利活動法 平成23年 8月 4日 公の施設の管理 55,950,000円

人森の仲間たち 10月14日 北海道立森少年自然の家指定管理業務

31 学校法人国際学園 平成23年 8月 4日 補助金 531,551,507円

(1) 高等学校等就学支援金

(2) 高等学校等就学支援金事務費補助金
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32 社会福祉法人タラ 平成23年 8月 5日 １ 補助金 53,395,000円

プ (1) 精神障害者社会復帰施設等運営事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

(3) 北海道児童福祉施設入所児童等特別支

援事業

(4) 子育て支援対策費補助金

２ 交付金 922,196円

福祉・介護人材の処遇改善事業

33 学校法人滝川学園 平成23年 8月 8日 補助金 32,487,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

34 株式会社伊藤工機 平成23年 8月 8日 貸付金 55,000,000円

中小企業高度化資金貸付金

35 札幌流通センター 平成23年 8月 8日 貸付金 110,370,000円

自動車整備協業組 中小企業高度化資金貸付金

合

36 学校法人札幌昭和 平成23年 8月 8日 補助金 38,702,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

37 社会福祉法人萌佑 平成23年 8月 9日 補助金 443,670,000円

会 (1) 老人福祉施設等整備事業

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

38 公益社団法人北海 平成23年 8月 9日 補助金 73,959,000円

道交通安全推進委 北海道交通安全推進委員会運営費補助金

員会

39 北海道中央バス株 平成23年 8月 9日 補助金 205,069,000円

式会社 (1) 生活交通路線維持費補助金

(2) 準生活交通路線維持費補助金

(3) 市町村生活バス路線運行費補助金

40 財団法人北海道青 平成23年 8月23日 １ 出資 3,000,000円

少年育成協会 ２ 補助金 45,129,935円

青少年育成推進事業

41 財団法人北海道文 平成23年 8月23日 補助金 164,187,983円

化財団 (1) 北海道文化財団補助事業

(2) 芸術文化事業

42 北海道中小企業団 平成23年 8月24日 補助金 226,446,302円
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体中央会 北海道中小企業団体中央会指導事業

43 株式会社日本教育 平成23年 8月24日 補助金 86,150,271円

工房 (1) 高等学校等就学支援金

(2) 高等学校等就学支援金事務費補助金

44 学校法人斜里大谷 平成23年 8月24日 補助金 13,836,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

45 職業訓練法人岩見 平成23年 8月24日 補助金 10,263,100円

沢地方職業訓練協 事業内職業訓練運営費補助金

会

46 社団法人富良野地 平成23年 8月24日 補助金 18,807,700円

域人材開発センタ (1) 地域人材開発センター事業

ー運営協会 (2) 事業内職業訓練運営費補助金

47 学校法人帯広竜谷 平成23年 8月25日 補助金 25,655,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

48 株式会社マテック 平成23年 8月26日 補助金 105,000,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

49 財団法人オホーツ 平成23年 8月26日 １ 出資 450,000,000円

ク地域振興機構 ２ 補助金 26,268,962円

地域食品加工技術センター運営費補助金

３ 公の施設の管理 28,140,000円

北海道立オホーツク圏地域食品加工技術

センター指定管理業務

50 学校法人川畠学園 平成23年 9月 6日 補助金 33,989,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

51 学校法人根室三浦 平成23年 9月 6日 補助金 29,125,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

52 北海道農地・水・ 平成23年 9月 6日 補助金 2,175,863,986円

環境保全向上対策 北海道農地・水・環境保全向上対策事業

協議会

53 北海道高速鉄道開 平成23年 9月 6日 出資 3,176,700,000円

発株式会社
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54 いわみざわ商工会 平成23年 9月 6日 補助金 24,820,505円

(1) 小規模事業指導推進費

(2) 指導体制強化対策事業

55 厚岸町商工会 平成23年 9月 7日 補助金 22,488,499円

小規模事業指導推進費

56 医療法人養生邑 平成23年 9月 7日 １ 補助金 47,775,000円

介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 6,948,052円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

３ 利子補給 539,000円

介護老人保健施設整備資金利子補給事業

57 株式会社名寄振興 平成23年 9月 7日 公の施設の管理 54,750,000円

公社 (1) 北海道立サンピラーパーク指定管理業務

(2) 北海道立トムテ文化の森指定管理業務

58 学校法人発寒学園 平成23年 9月 7日 補助金 36,690,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

59 北広島商工会 平成23年 9月 7日 補助金 21,149,823円

小規模事業指導推進費

60 特定非営利活動法 平成23年 9月 8日 １ 補助金 49,350,000円

人まこと 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 3,108,047円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

61 根釧ＮＥＴ・クロ 平成23年 9月 8日 公の施設の管理 52,433,000円

エ・アースアライ 北海道立厚岸少年自然の家指定管理業務

アンス＿コンソー

シアム

62 学校法人十條ひま 平成23年 9月 8日 補助金 35,200,000円

わり学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

63 学校法人稲積学園 平成23年 9月 8日 補助金 31,158,000円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 看護師等養成費補助金

(3) 福祉・介護人材確保緊急支援事業
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64 学校法人角谷学園 平成23年 9月 8日 補助金 48,776,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立学校特別支援教育対策費補助金

(3) 子育て支援対策費補助金

65 財団法人北海道健 平成23年 9月 8日 出資 2,000,000,000円

康づくり財団

66 北海道住宅供給公 平成23年 9月 8日 １ 出資 24,000,000円

社 ２ 負担金 1,726,478円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,959,000,000円

(1) 北海道住宅供給公社事業運営資金

(2) 北海道住宅供給公社経営健全化資金

67 財団法人北海道子 平成23年 9月 8日 公の施設の管理 82,769,000円

どもの国協会 (1) 北海道子どもの国指定管理業務

(2) 北海道立砂川少年自然の家指定管理業務

68 学校法人釧路キリ 平成23年 9月 9日 補助金 17,716,000円

スト教学園 私立幼稚園管理運営費補助金

69 一般財団法人美瑛 平成23年 9月 9日 補助金 7,705,620円

町農業振興機構 北海道農地利用集積事業

70 公益財団法人北海 平成23年 9月 9日 補助金 94,326,084円

道科学技術総合振 (1) イノベーション創出研究支援事業

興センター (2) 食関連クラスター支援事業

(3) 産学官連携型地域クラスター整備事業

71 学校法人沼ノ端学 平成23年 9月12日 補助金 56,966,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立学校特別支援教育対策費補助金

(3) 子育て支援対策費補助金

72 財団法人結核予防 平成23年 9月12日 補助金 53,340,428円

会北海道支部 結核検診施設整備事業

73 道民活動センター 平成23年 9月13日 公の施設の管理 233,459,000円

・東洋実業・キタ 北海道立道民活動センター指定管理業務

デン、コンソーシ

アム

74 社会福祉法人北海 平成23年 9月14日 補助金 119,286,000円

道社会事業協会 (1) 感染症指定医療機関運営事業
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(2) 救急勤務医支援事業

(3) 公的病院等運営事業

(4) 産科医療機関確保事業

(5) 産科医等確保支援事業

(6) 新型インフルエンザ患者受入医療機関

設備整備事業

(7) 総合内科医養成研修センター運営支援

事業

(8) 地域医療サポートセンター整備事業

(9) 看護師等養成費補助金

(10) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(11) 病院内保育所運営事業

75 北海道商店街振興 平成23年 9月14日 補助金 23,648,749円

組合連合会 商店街振興対策事業

76 日本赤十字社北海 平成23年 9月14日 補助金 708,548,166円

道支部 ～15日 (1) 医療施設耐震化臨時特例整備促進事業

(2) がん診療連携拠点病院機能強化事業

(3) 新型インフルエンザ患者受入医療機関

設備整備事業

(4) ドクターヘリ導入促進事業

(5) 感染症指定医療機関運営事業

(6) 救命救急センター事業

(7) 広域救急医療対策事業

(8) 公的病院等運営事業

(9) 産科医療機関確保事業

(10) 産科医等確保支援事業

(11) 周産期母子医療センター運営事業

(12) 小児三次救急医療体制整備促進事業

(13) 総合内科医養成研修センター運営支援

事業

(14) 地域医療サポートセンター運営事業

(15) へき地医療拠点病院運営事業

(16) 臨床研修費等補助金

(17) 看護師等養成費補助金

(18) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(19) 病院内保育所運営事業

(20) 視覚障害者情報提供施設運営事業

(21) 北網地域医療再生事業

77 学校法人札幌学園 平成23年 9月15日 補助金 35,363,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金
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78 社団法人北海道馬 平成23年 9月16日 出資 1,000,000,000円

鈴しょ生産安定基

金協会

79 新得町商工会 平成23年 9月20日 補助金 19,068,711円

小規模事業指導推進費

80 社会福祉法人北海 平成23年 9月21日 １ 補助金 445,692,000円

長正会 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 福祉・介護人材確保緊急支援事業

２ 交付金 29,177,997円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

３ 利子補給 378,674円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

81 社会福祉法人北叡 平成23年 9月21日 補助金 342,023,000円

会 (1) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(2) 老人福祉施設等整備事業

82 社会福祉法人栗山 平成23年 9月21日 １ 補助金 60,635,000円

福祉会 (1) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(2) 福祉・介護人材確保緊急支援事業

２ 交付金 8,687,601円

北海道介護職員処遇改善交付金

83 社会福祉法人厚生 平成23年 9月22日 １ 補助金 106,000,000円

協会 (1) 老人福祉施設等整備事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 29,101,933円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

(3) 障がい者入所施設事業転換促進交付金

３ 利子補給 570,956円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

84 株式会社苫東 平成23年 9月22日 出資 15,198,000,000円

85 社団法人札幌肢体 平成23年 9月22日 補助金 15,391,000円

不自由児者父母の 障害者自立支援対策推進事業

会

86 学校法人高陽学園 平成23年 9月27日 補助金 111,748,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金
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87 財団法人公園緑地 平成23年10月 5日 公の施設の管理 49,759,000円

管理財団 北海道立洞爺少年自然の家指定管理業務

88 白老町商工会 平成23年10月 5日 補助金 21,233,890円

小規模事業指導推進費

89 株式会社北海道健 平成23年10月 5日 補助金 302,000,000円

誠社 森林整備加速化・林業再生事業

90 社会福祉法人恵和 平成23年10月 6日 補助金 56,481,710円

園 軽費老人ホーム運営事業

91 学校法人創志学園 平成23年10月 6日 補助金 891,191,780円

(1) 高等学校等就学支援金

(2) 高等学校等就学支援金事務費補助金

92 登別商工会議所 平成23年10月 7日 補助金 23,186,186円

小規模事業指導推進費

93 社会福祉法人ビバ 平成23年10月7日 １ 補助金 70,131,650円

ランド 森林整備加速化・林業再生事業

２ 交付金 9,964,642円

福祉・介護人材の処遇改善事業

94 富良野市鳥獣害対 平成23年10月 7日 補助金 80,453,000円

策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業

95 社団法人北方圏セ 平成23年10月12日 １ 補助金 128,670,600円

ンター (1) 北方圏センター補助事業

(2) 国際協力活動推進事業

２ 負担金 1,000,000円

北方圏センター負担金

96 財団法人北海道肢 平成23年10月12日 補助金 10,027,000円

体不自由児者福祉 (1) 肢体不自由児者福祉推進事業

連合協会 (2) 障がい児等自立支援研修事業

(3) 障がい者アート特別啓発事業

97 北海道国民健康保 平成23年10月12日 補助金 18,180,000 円

険団体連合会 (1) 介護保険苦情処理事業

(2) 国民健康保険健康づくり等支援事業

98 社団法人北海道酪 平成23年10月13日 補助金 1,224,514,479円

農畜産協会 (1) 畜産環境保全施設整備特別緊急対策事業

(2) 家畜排せつ物利活用施設整備特別支援
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対策事業

(3) 強い農業づくり事業

99 学校法人小樽桂岡 平成23年10月14日 補助金 27,633,000 円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立学校特別支援教育対策費補助金

(3) 子育て支援対策費補助金

100 社会福祉法人奈井 平成23年10月14日 交付金 19,944,981円

江学園 (1) 福祉・介護人材の処遇改善事業

(2) 障がい者入所施設事業転換促進交付金

101 財団法人道央農業 平成23年10月18日 補助金 26,894,220円

振興公社 北海道農地利用集積事業

102 北海道文化団体協 平成23年10月21日 補助金 4,358,000円

議会 芸術文化事業

103 学校法人苫小牧学 平成23年10月21日 補助金 39,081,100円

園 (1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 高等学校等就学支援金

(3) 高等学校等就学支援金事務費補助金

104 地方独立行政法人 平成23年7月5日～ １ 出資 25,425,696,000円

北海道立総合研究 8日、14日、21日、 ２ 補助金 794,944,250円

機構 22日、8月5日、 (1) 施設整備等補助金

10日、25日、9月7 (2) 循環資源利用促進特定課題研究開発事業

日、9日、15日、 (3) 農業生産資材安全使用等総合推進事業

20日、21日、10月 (4) 北海道水産資源管理研究推進事業

6日、18日～20日 ３ 交付金 13,792,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

105 学校法人ときわ学 平成23年11月 8日 補助金 15,829,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

106 学校法人恵友学園 平成23年11月 8日 補助金 20,593,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

107 学校法人谷内学園 平成23年11月 9日 補助金 7,597,200円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 高等学校等就学支援金

108 学校法人恵愛学園 平成23年11月 9日 補助金 17,032,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金
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(2) 子育て支援対策費補助金

109 学校法人文香学園 平成23年11月15日 補助金 15,351,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

110 比布商工会 平成23年11月15日 補助金 16,753,082円

小規模事業指導推進費

111 学校法人弟子屈学 平成23年11月16日 補助金 14,695,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

112 学校法人神居学園 平成23年11月16日 補助金 18,424,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

113 学校法人鈴木学園 平成23年11月16日 補助金 26,428,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

114 鶴居村商工会 平成23年11月17日 補助金 9,063,726円

小規模事業指導推進費

115 学校法人旭川明照 平成23年11月17日 補助金 16,173,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

116 社会福祉法人タン 平成23年11月17日 １ 補助金 20,000,000円

ポポのはら 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 781,203円

福祉・介護人材の処遇改善事業

117 社会福祉法人釧路 平成23年11月18日 １ 補助金 358,621,476円

悠和会 (1) 老人福祉施設等整備事業

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(3) 結核予防費補助金

２ 交付金 11,017,997円

北海道介護職員処遇改善交付金

118 学校法人旭星学園 平成23年11月18日 補助金 5,495,900円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 高等学校等就学支援金

(3) 高等学校等就学支援金事務費補助金

119 学校法人桑園幼稚 平成23年11月22日 補助金 20,810,000円
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園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

120 社会福祉法人えぽ 平成23年11月22日 １ 補助金 115,090,000円

っく 社会福祉施設整備事業

２ 交付金 3,924,881円

福祉・介護人材の処遇改善事業

121 学校法人岡田学園 平成23年11月24日 補助金 8,656,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

122 特定医療法人札幌 平成23年11月25日 補助金 272,664,000円

白石脳神経外科病 (1) 医療施設耐震化臨時特例整備促進費

院 (2) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

123 日高王国推進協議 平成23年11月25日 交付金 11,900,000円

会 地域づくり総合交付金

124 学校法人明石学園 平成23年12月 6日 補助金 21,191,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

125 学校法人八雲キリ 平成23年12月 7日 補助金 17,729,000円

スト教学園 私立幼稚園管理運営費補助金

126 学校法人白老日章 平成23年12月 7日 補助金 21,618,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

127 社会福祉法人上ノ 平成23年12月 8日 １ 補助金 40,010,000円

国福祉会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 5,761,222円

北海道介護職員処遇改善交付金

128 今金ゆめ食産株式 平成23年12月 8日 貸付金 30,000,000円

会社 林業・木材産業改善資金

129 社会福祉法人函館 平成23年12月 9日 １ 補助金 15,897,000円

幸成会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 6,847,917円

北海道介護職員処遇改善交付金

130 学校法人麻上学園 平成23年12月 9日 補助金 20,681,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金
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(2) 子育て支援対策費補助金

131 上砂川商工会議所 平成23年12月13日 補助金 15,281,088円

小規模事業指導推進費

132 学校法人北海道朝 平成23年12月13日 補助金 5,967,000円

鮮学園 私立専修学校等管理運営費補助金

133 社会福祉法人清水 平成23年12月14日 １ 補助金 26,671,000円

旭山学園 (1) 循環資源利用促進施設設備整備費

(2) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 26,860,338円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

３ 利子補給 147,174円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

134 とかち魅力の発信 平成23年12月15日 交付金 16,900,000円

プロジェクト推進 地域づくり総合交付金

協議会

135 留寿都商工会 平成23年12月15日 補助金 9,269,072円

小規模事業指導推進費

136 社会福祉法人倶知 平成23年12月16日 １ 補助金 55,402,000円

安福祉会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 8,256,594円

北海道介護職員処遇改善交付金

３ 利子補給 155,409円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

137 信栄工業株式会社 平成24年 1月17日 補助金 40,133,000円

森林整備加速化・林業再生事業

138 学校法人北海道イ 平成24年 1月17日 補助金 14,026,400円

ンターナショナル (1) 私立専修学校等管理運営費補助金

スクール (2) 高等学校等就学支援金

(3) 高等学校等就学支援金事務費補助金

139 学校法人北見大谷 平成24年 1月17日 補助金 13,767,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

140 上川町商工会 平成24年 1月17日 補助金 14,617,751円

小規模事業指導推進費
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141 士幌町商工会 平成24年 1月18日 １ 補助金 17,891,506円

小規模事業指導推進費

２ 貸付金 40,000,000円

中小企業高度化資金貸付金

142 遠軽商工会議所 平成24年 1月18日 補助金 16,507,465円

小規模事業指導推進費

143 学校法人のぞみ学 平成24年 1月18日 補助金 12,716,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金

144 医療法人社団旭川 平成24年 1月19日 １ 補助金 95,773,000円

圭泉会病院 (1) 精神障害者社会復帰施設等運営費補助金

(2) 医療施設耐震化臨時特例整備促進費

２ 交付金 20,401,182円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業

145 学校法人慧光学園 平成24年 1月24日 補助金 15,519,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策費補助金
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