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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144団体について、平成24年 6 月から平成25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23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。
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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 支出 契約 財産 経理 道の 計 件数

執行 管理 部局

財 団 法 人 13 4 5 1 1 2 0 0 0 1 4 0

社 団 法 人 11 2 3 0 1 1 1 0 0 0 3 0

学 校 法 人 38 14 26 5 1 5 0 1 8 4 19 2

社会福祉法人 24 3 4 1 1 1 0 0 0 1 3 0

医 療 法 人 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

商工会議所・商工会 19 5 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0

そ の 他 32 9 21 3 2 5 7 1 0 2 17 1

計 144 38 65 10 6 19 8 2 8 9 52 3

※１ 「学校法人」の指摘件数には、道の部局に対する指摘事項１件を含む。

※２ 「その他」の検討件数１件は、団体に対するものである。

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) 私立高等学校管理運営費補助金において、常勤でない職員の給料を補助対象経費と

していたことから、補助金1 9 0万円が過大となっていた。

（学校法人原学園）

(2) 福祉・介護人材の処遇改善事業において、交付対象とならない管理者及び調理員に

係る賃金改善に要した経費を対象としていたことから、交付金26万6, 4 1 1円が過大と

なっていた。 （特定非営利活動法人Ｒｅ～らぶ）

(3) 福祉・介護人材の処遇改善事業において、交付対象とならない管理者に係る賃金改

善に要した経費及び生活支援員の発令がなされていない職員の賃金改善に要した経費
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を対象としていたことから、交付金19万9 , 9 2 0円が過大となっていた。

また、一時金の支給について、支給する規程や決定がないまま支給していた。

（社会福祉法人生振の里）

(4) 指定管理業務における自主企画事業において、職員による収納金の私的流用が発生

し、業務管理が不適切なものとなっていた。 （一般財団法人北海道体育文化協会）

(5) 支出の原因となるべき契約について、契約を行おうとするときは、その内容を明ら

かにした決定書等を作成して支出契約決議をすることとされているが、これを行わず

に契約しているものがあった。

また、小口現金の取扱いについて、小口現金取扱責任者は必要に応じて小口現金補

充申請書を作成し、出納責任者に現金の補充を申請することとされているが、これを

怠り、不足分を私費会計から支払っているものがあった。

さらに、法人の会計は、費用についてその原因となる事実の発生した日を基準とし

て年度所属を区分することとされているが、外国旅行に係る旅費の支出手続を失念し

たため、過年度支出となっているものがあった。（北海道公立大学法人札幌医科大学）

(6) 燃料費の支出において、指定管理者が事実と異なる請求書により支出命令書を作成

し、支出しているものがあった。

また、除雪業務委託契約において、委託料の支出は、委託業務を実施した月の経過

後、受託業者からの請求を受けて行うこととされているが、契約変更の上、団体の規

程によらない理由により委託料を前金払いで支出しているものがあった。

さらに、設備保守管理業務委託契約において、委託料の支出は、業務の履行確認後

に行わなければならないが、受託者から業務の一部について業務日誌が提出されてお

らず、これに係る履行確認を行わないまま委託料を支出しているものがあった。

（株式会社稚内振興公社）

(7) 学校法人は、すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を

作成し、計算書類を作成しなければならないが、一部の補助活動収入について計算書

類に計上していなかった。

また、当該補助活動は、補助金の交付対象となっているが、一部の金銭については、

会計帳簿が作成されておらず、資金の使途が明らかとなっていないなど会計処理が不

適切なものとなっていた。 （学校法人米永学園）

(8) 私立学校管理運営費補助金の交付を受ける学校法人にあっては、経営の適正化及び

合理的運営を期さなければならないが、管理運営費として執行する必要性に乏しい経

費を支出していた。

また、補正又は流用の手続を行わずに予算額を超えて支出したものや前年度予算で

執行すべきものを今年度予算で執行したものなど、不適切な事務処理を行っているも

のがあった。 （学校法人青木学園）
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(9) 団体の資金の借入について、この事実を証する書類が作成されていなかった。

（学校法人白川学園）

※ 本事例については、前回監査（平成18年度）指摘事項の一部と同一案件であり、一度は改善され

たものの、再び書類が作成されていなかったため、指摘事項とした。

(10) 私立高等学校管理運営費補助金において、本務職員福利費の算定を誤ったため、補

助金を過大に支出した団体が22団体、26校、1, 0 9 4万円、過少に支出した団体が22団

体、27校、1,0 9 4万円あったことから、補助金交付事務を適正に行う必要があった。

（総務部）

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) 軽費老人ホーム運営事業において、入居者から徴収する事務費については、入

居者の前年の収入から租税等の必要経費を控除した対象収入額により認定するこ

ととされているが、入居者の受け取った非課税所得である遺族年金を収入に計上

しなかったため、補助金が過大となっているものがあった。

(ｲ) 感染症指定医療機関運営費補助金において、補助対象経費の算定を誤ったこと

から、補助金が過大となっているものがあった。

(ｳ) コンソーシアムが受託した指定管理業務に係る事業報告書について、構成員が

業務に関する経費として支出した金額を決算額としなければならないが、代表構

成員が構成員に支出した金額を決算額としているものがあった。

また、指定管理料の配分について、コンソーシアムの協定書においては、各構

成員は、その分担業務を遂行するため、運営委員会の定めるところにより必要な

経費の配分を受けることになっているが、これが行われていないものがあった。

(ｴ) 私立幼稚園管理運営費補助金において、補助対象経費は幼稚園における教育に

係る経常的経費とされているが、幼稚園職員が隣接の高等学校運動部が出場する

大会に同行する費用を補助対象経費としているものがあった。

(ｵ) 団体実施事業に係る補助金において、事業のために作成した印刷物の内容が補

助対象年度外のものがあった。

(ｶ) 貿易物産振興事業に係る人件費の算出については、当団体の役員、嘱託職員、

管理部門職員及び他の事業により人件費を計上したものを除く職員 5 名の平均給

与の3 . 5人分としているが、当該職員 5 名のうち 2 名は、団体が行っている他の

収益事業を本務として従事しているなど、3 . 5人分の算出根拠が不明確となって

いるものがあった。
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イ 支出に関するもの

(ｱ) 指定管理業務に係る施設総合管理委託契約において、施設の耐震工事の実施に

伴い、当該管理業務のうち清掃業務について清掃期間の変更が生じたことから契

約金額の変更を行っているが、団体では、当初契約時の積算方法に基づいて変更

契約をすべきところ、新たな積算方法に基づいて変更契約をしたことから不経済

な支出となっているものがあった。

(ｲ) 庁舎清掃業務委託契約において、委託料の支払は、清掃作業結果を記載した日

誌を提出させ、履行確認後に行わなければならないが、庁舎清掃のうち年 1 回行

う定期清掃について、受託者から清掃日誌が提出されておらず、これに係る履行

確認を行わないまま委託料を支出しているものがあった。

(ｳ) 自動制御設備保守管理業務契約において、委託料の支払は保守管理業務の履行

の確認後に行う必要があるが、通常の管理業務があるにもかかわらず、当該業務

に係る報告書の提出前に支出を行っているものがあった。

(ｴ） 単身赴任手当の支給において、加算額の算定を誤ったことから、未支給となっ

ているものがあった。

(ｵ) 通勤手当の支給において、自動車等を利用して通勤する場合で、非課税所得と

して認められる額を超えて支給するときには、これを超えた部分を課税所得に加

えて源泉徴収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。

また、期末手当の支給において、団体の規程では、試用期間中の者にはこの手

当は支給しないこととされているが、これを支給しているものがあった。

(ｶ) 通勤手当の支給において、団体の規程では、通勤手当額は最も経済的かつ合理

的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出することとされているが、手

当額を誤って決定したこと及び通勤の事実がない日を含めて手当を支給したこと

から過払いとなっているものがあった。

(ｷ) 給与等の支給において、規程に定めがなく支給しているもの、額を決定するこ

となく支給しているもの、規程に定める基準によらない額を支給しているものが

あった。

(ｸ) 小規模病院等看護技術強化研修事業において、職員等が講師謝金等を私費で立

替えたので、後日、この経費を職員に支払っているが、この私費の立替えを証明

する領収書等の書類が保管されていないものがあった。

(ｹ) 旅費の支給において、団体では、他の商工会との広域連携事業に係る旅費の支

給については、幹事商工会の規程により旅費を支給することとしているが、規程

で定める額と異なる額の日当を支給しているものがあった。

(ｺ) 日当は、旅行中の昼食代及び目的地たる地域内を巡回する場合の交通費等に充

てるため支給する旅費であるが、研修中の昼食代及び目的地内における交通費を
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研修の参加負担金として支出しているにもかかわらず、出席した役職員に日当を

支給しているものがあった。

(ｻ) 航空機を利用する旅行において、団体の旅費支給規程では、航空賃の額は現に

支払った旅客運賃によることとされ、職員はその支払を証する領収書等を会計責

任者に提出しなければならないこととされているが、職員から領収書等の提出を

受けずに旅費を支給しているものがあった。

(ｼ) 会計処理において、当年度中に債務が確定しているものについては、未払金と

して計上しなければならないが、郵送料について、未払金として計上しなかった

ことから補助対象年度区分が相違しているものがあった。

また、補助対象経費とならない郵便切手の購入費用について、補助対象経費と

して計上しているものがあった。

ウ 契約に関するもの

(ｱ) 設備等保守点検業務において、点検後 1 箇月以内に当該保守業務に係る真空ヒ

ーターの取替工事を実施することが決まっていたにもかかわらず、経済性等を考

慮した変更契約等を検討することなく真空ヒーターの本体清掃及びバーナーの分

解整備を実施しているものがあった。

(ｲ) 小規模病院等看護技術強化研修事業に係る備品の購入において、ファックス機

能を備えたデジタルカラー複合機を購入するにもかかわらず、その機能を十分確

認することなく同じ機能を備えたファックス複合機も同時に購入しているものが

あった。

また、医療機器の購入において、競争性について十分な検討を行うことなく、

特段の理由がないのに一者からの見積りにより契約を締結しているものがあった。

(ウ) 鳥獣被害防止総合対策事業に係る生息状況調査及び被害状況調査において、補

助金交付決定通知等では、補助対象事業に関する書類又は証拠物を備えなければ

ならないとされているが、農業団体に一部の調査を委託し経費を執行しているも

のについて、委託の業務内容等を示す契約書等が作成されていないものがあった。

(ｴ) 鳥獣被害防止総合対策事業に係る電気柵等の購入において、原則として一般競

争入札に付するものとし、また、一般競争入札に付し難いときは、その理由を明

確にし、指名競争入札に付するものとされているが、特段の理由もなく見積合せ

により契約を締結しているものがあった。

(ｵ) 鳥獣被害防止総合対策事業において、エゾシカ侵入防止柵の資材購入の契約を

締結しているが、契約書では、売買代金について、数量に変更があった場合は、

金額を数量で除した単価に増減数を乗じて得た金額を加算又は減算するとしてい

るが、この単価が定められていないものがあった。

(ｶ) 複写機等の賃貸借契約において、無権代理人が提出した見積書は無効としなけ
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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。

(ｷ) 複写機の賃貸借に係る単価契約において、一般競争入札により落札者がなく随

意契約に移行することとしたが、単価の一部について予定価格を超えているにも

かかわらず契約を締結しているものがあった。

(ｸ) 庁舎清掃業務委託契約において、団体の規程では予定価格の額により契約方法

を定めているが、予定価格を定めることなく随意契約を行っているものがあった。

エ 財産管理に関するもの

(ｱ) 団体では、小口現金制を設け、現金出納帳を作成しているが、一部の現金の収

支のみを記帳していたため、現金の手許残高と現金出納帳の残高が一致していな

いものがあった。

また、保管額は事故防止の観点から必要最小限とするべきところ、恒常的に多

額の現金を保管しているものがあった。

(ｲ) 毒物及び劇物の受払状況については、受払簿により毎月末日、管理者が所属す

る部長の確認を受けなければならないことになっているが、これが行われていな

いものがあった。

オ 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。

また、理事会議事録について、正確に記載されていないものがあった。

b 団体の規程では、年度をまたぐ借入金については、あらかじめ評議員会の意見

を聞くこととされているが、これが行われていないものがあった。

(ｲ) 会計事務に関するもの

a 学校法人は、すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳

簿を作成し、計算書類を作成しなければならないが、一部の補助活動収入につい

て、会計帳簿を作成せず、計算書類にも計上していないものがあった。

b 団体の資金の借入れについて、この事実を証する書類が作成されていないもの

があった。

(2) 道の部局に関するもの

ア 補助金及び交付金を過大に交付しているものがあったので、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、補助金及び交付金の額の

確定を適切に行う必要があった。

イ 指定管理業務における自主企画事業において、職員による収納金の私的流用が発

生しているものがあったので、業務管理を適切に行うよう団体を指導する必要があ
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った。

ウ 契約を行おうとするときは、その内容を明らかにした決定書等を作成して支出契

約決議をすることとされているが、これを行っていないもの、小口現金の取扱いに

ついて、現金の補充申請を怠り、不足分を私費会計から支払っているもの、外国旅

行に係る旅費の支出において、手続を失念したため過年度支出となっているものが

あったので、事務処理を適切に行うよう団体を指導する必要があった。

エ 燃料費の支出において、指定管理者が事実と異なる請求書により支出命令書を作

成し支出しているもの、除雪業務委託契約において、契約変更の上、団体の規程に

よらない理由により委託料を前金払いで支出しているもの、設備保守管理業務委託

契約において、業務の一部について業務日誌が提出されておらず、これに係る履行

確認を行わないまま委託料を支出しているものがあったことから、指定管理業務の

適正な履行を確保するため、指定管理者から事業報告書等が提出された際の内容審

査や実地調査などの指定管理業務に係る履行状況確認を十分行うとともに、事務処

理を適切に行うよう団体を指導する必要があった。

オ 学校法人は、すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿

を作成し、計算書類を作成しなければならないが、一部の補助活動収入について計

算書類に計上しておらず、また、当該補助活動は、私立幼稚園管理運営費補助金の

交付対象となっているが、一部の金銭については、会計帳簿を作成せず、資金の使

途が明らかとなっていないなど会計処理が不適切なものとなっていたので、現地調

査を行い適切な会計処理となるよう団体を指導する必要があった。

カ 私立学校管理運営費補助金の交付を受ける学校法人にあっては、経営の適正化及

び合理的運営を期さなければならないが、管理運営費として執行する必要性に乏し

い経費を支出していたほか、補正又は流用の手続を行わずに予算額を超えて支出し

たものや前年度予算で執行すべきものを今年度予算で執行したものなど、不適切な

事務処理を行っているものがあったので、適切な事業執行について指導する必要が

あった。

キ 団体の資金の借入れについて、この事実を証する書類が作成されていないものが

あり、前回監査においても指摘のあった事項であることから、事務処理について、

団体に対し適切に指導を行う必要があった。

ク 補助事業に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定について、団体から知

事に対し速やかな報告があったにもかかわらず、補助金返還に係る事務処理を行っ

ていないものがあった。



- 9 -

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。

(1) 私立高等学校管理運営費補助金における標準経費の人件費算定については、公立高

等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律等に基づき、本務教職員等の

計算を行うことになっているが、算定要領では本務教職員の定義について、詳細に定

められておらず、年度により取扱いが異なっていることから、これを明確にする必要

がある。

(2) 私立高等学校授業料軽減補助金において、交付要綱運用方針の通知では、学校法人

が独自に定める特待制度で、既に授業料の一部又は全部を免除している場合は、当該

免除額は補助金算定の対象外であると規定しているが、補助事業者において、学校独

自の特待制度による奨学金について、奨学金を支給しない場合に補助金として交付さ

れる額を算定し、予めその額を除いて奨学金の額を決定し支給しているものがあり、

補助事業者間において補助対象経費の取扱いに差異が生じていることから、公平な取

扱いとなるよう検討する必要がある。

(3) 譲与等により取得した備品については、譲与時の価値に応じて固定資産又は備品と

して管理しなければならないが、団体が道の出先機関であった当時、受託研究終了後

に事業者から無償譲渡された際に取得手続がされず、適切に管理されていなかったた

め、団体設立後も備品として、少額資産に準じて適切な管理が行われていないものが

あることから、団体が所有している資産について適正な管理が確保できるよう検討す

る必要がある。
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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 学校法人桐友学園 平成24年 6月 5日 補助金 31,431,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

２ 学校法人琴似キリ 平成24年 6月 6日 補助金 22,079,000円

スト教学園 (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 財団法人北海道公 平成24年 6月 8日 出資 30,000,000円

営企業振興協会

４ 公益財団法人北海 平成24年 6月13日 １ 出資 339,500,000円

道農業公社 ２ 補助金 2,984,068,743円

(1) 畜産担い手育成総合整備事業

(2) 畜産環境整備事業

(3) 農地保有合理化事業

(4) 農場リース円滑化事業

(5) 畜産担い手育成総合整備事業等円滑化

事業

(6) 海外農業青年交流促進事業

(7) 農業担い手育成センター事業

(8) 就農支援資金償還免除事業

３ 負担金 24,585,000円

農業担い手育成センター負担金

４ 貸付金 401,633,000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

５ 公益財団法人北海 平成24年 6月14日 １ 出資 5,000,000円

道中小企業総合支 ２ 補助金 332,771,880円

援センター (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) 設備資金貸付事業事務費補助金

(4) 小規模企業者等設備貸与事業円滑化補

助金

３ 貸付金 9,781,671,411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

４ 損失補償 460,000,000円

設備貸与事業
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６ 財団法人北海道勤 平成24年 6月15日 １ 出資 200,000,000円

労者信用基金協会 ２ 損失補償 9,104,731円

北海道勤労者信用基金協会損失補償金

７ 一般社団法人苫小 平成24年 6月19日 補助金 40,435,400円

牧市医師会 (1) 看護師等養成費補助金

(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

８ 学校法人電子開発 平成24年 6月19日 補助金 23,977,413円

学園 (1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 結核予防費補助金

９ 一般財団法人北海 平成24年 6月20日 公の施設の管理 328,179,000円

道開拓の村 北海道立開拓記念館指定管理業務

10 北海道信用保証協 平成24年 6月20日 １ 出資 12,345,046,000円

会 ２ 損失補償 1,212,880,213円

北海道信用保証協会損失補償金

３ 利子補給 361,714円

北海道信用保証協会保証料補給金

11 学校法人平舘学園 平成24年 6月20日 補助金 45,616,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

12 社会福祉法人恵庭 平成24年 6月21日 １ 補助金 64,486,000円

光風会 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 14,241,133円

(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

13 北海道土地開発公 平成24年 6月21日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 3,767,941円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,498,190,082円

(1) 公有地取得事業

(2) 土地造成事業

４ 支払保証 35,172,241,274円

14 学校法人白水学園 平成24年 6月22日 補助金 30,780,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

15 株式会社旭川グル 平成24年 7月 3日 １ 補助金 25,105,000円

ープケア 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 12,408,908円
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北海道介護職員処遇改善交付金

16 社会福祉法人楽生 平成24年 7月 3日 補助金 60,000,000円

会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

17 職業訓練法人岩内 平成24年 7月 3日 補助金 6,256,000円

地域人材開発セン 地域人材開発センター事業費

ター運営協会

18 農事組合法人ヒッ 平成24年 7月 4日 貸付金 36,900,000円

ト 林業・木材産業改善資金

19 三笠市商工会 平成24年 7月 4日 補助金 18,991,375円

小規模事業指導推進費

20 株式会社ニチモク 平成24年 7月 5日 補助金 115,901,667円

林産北海道 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生事業

21 むかわ町鳥獣被害 平成24年 7月 5日 補助金 218,850,136円

防止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業

22 社団法人北海道ろ 平成24年 7月 5日 補助金 57,029,538円

うあ連盟 (1) 手話通訳者設置事業

(2) 聴覚障害者福祉推進事業

(3) 障害者相談員設置事業

(4) 潜在的有資格者等養成支援事業

23 学校法人愛静学園 平成24年 7月 6日 補助金 26,220,000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

24 社団法人旭川市医 平成24年 7月 6日 補助金 52,513,000円

師会 (1) 看護師等養成費補助金

(2) 看護師等養成所教育指導体制強化事業

(3) 道北圏地域医療再生計画事業

(4) 高等学校等就学支援金

25 沿岸バス株式会社 平成24年 7月10日 補助金 72,775,400円

(1) 生活交通路線維持事業

(2) 路線維持合理化促進事業

(3) 市町村生活バス路線運行事業

26 北海道公立大学法 平成24年 7月10日 １ 出資 34,585,130,000円

人札幌医科大学 ～12日 ２ 補助金 604,316,996円

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設

整備等事業
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(2) がん診療連携拠点病院機能強化事業

(3) 道央圏地域医療再生計画事業

(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) 医学生地域医療体験学習支援事業

(7) 北海道緊急時医療活動施設整備事業

(8) 女性医師等復職研修・相談事業

(9) 短時間正規雇用支援事業

(10) 民族人類史及び古人骨調査研究事業

３ 交付金 6,207,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費

４ 負担金 80,000,000円

(1) 道民医療推進学講座

(2) 南檜山周産期環境研究講座

５ 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

27 羽幌沿海フェリー 平成24年 7月11日 補助金 36,204,621円

株式会社 離島航路旅客定期航路事業

28 苫前町商工会 平成24年 7月12日 補助金 13,045,039円

小規模事業指導推進費

29 学校法人帯広わか 平成24年 7月18日 補助金 29,273,000円

ば学園 私立幼稚園管理運営費補助金

30 学校法人光輪学園 平成24年 7月18日 補助金 23,178,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

31 社会福祉法人慧誠 平成24年 7月19日 １ 補助金 175,133,000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

(3) 子育て支援対策費補助金

(4) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 24,291,800円

北海道介護職員処遇改善交付金

32 十勝農業協同組合 平成24年 7月19日 １ 補助金 12,322,000円

連合会 (1) 強い農業づくり事業

(2) 消費・安全対策事業

２ 交付金 1,800,000円

地域づくり総合交付金

33 社会福祉法人恵和 平成24年 7月20日 １ 補助金 467,657,000円

福祉会 (1) 老人福祉施設等整備事業
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(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(3) 福祉・介護人材確保緊急支援事業

２ 交付金 8,733,998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

34 広尾町商工会 平成24年 8月 1日 補助金 21,894,016円

小規模事業指導推進費

35 学校法人聖ヴィア 平成24年 8月 1日 補助金 24,061,000円

ンネ学園 私立幼稚園管理運営費補助金

36 様似町商工会 平成24年 8月 2日 補助金 14,941,088円

小規模事業指導推進費

37 学校法人旭川大谷 平成24年 8月 2日 補助金 25,939,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

38 医療法人社団悠仁 平成24年 8月 2日 補助金 384,713,000円

会羊ヶ丘病院 医療施設耐震化臨時特例整備促進費

39 社団法人日高地域 平成24年 8月 3日 補助金 14,747,950円

人材開発センター (1) 地域人材開発センター事業費

運営協会 (2) 事業内職業訓練運営費

40 学校法人北海道立 平成24年 8月 3日 補助金 512,077,700円

正学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校授業料軽減補助金

(3) 高等学校等就学支援金

(4) 高等学校等就学支援金事務費補助金

41 社団法人北海道貿 平成24年 8月 3日 補助金 21,393,000円

易物産振興会 貿易物産振興事業

42 公益財団法人北海 平成24年 8月 7日 公の施設の管理 139,708,000円

道文学館 北海道立文学館指定管理業務

43 社会福祉法人藤の 平成24年 8月 8日 １ 補助金 127,639,217円

園 (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 3,523,811円

北海道介護職員処遇改善交付金

44 社団法人北海道ト 平成24年 8月 8日 交付金 869,817,000円

ラック協会 運輸事業振興助成交付金



- 15 -

45 社会福祉法人ゆあ 平成24年 8月 8日 補助金 78,982,000円

み会 社会福祉施設整備事業

46 公益財団法人北海 平成24年 8月 9日 １ 補助金 5,256,000円

道女性協会 北海道女性協会実施事業

２ 公の施設の管理 21,605,000円

北海道立女性プラザ指定管理業務

47 公益社団法人北海 平成24年 8月 9日 補助金 42,481,000円

道海難防止・水難 (1) 漁船海難防止対策事業

救済センター (2) 水難救難活動促進事業

48 社団法人北海道産 平成24年 8月10日 出資 3,939,117,142円

炭地域振興センタ

ー

49 奥尻商工会 平成24年 8月21日 補助金 16,301,411円

小規模事業指導推進費

50 北海道糖業株式会 平成24年 8月21日 補助金 63,626,000円

社 循環資源利用促進施設設備整備費

51 社会福祉法人室蘭 平成24年 8月21日 １ 補助金 131,202,000円

言泉学園 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

(3) 子育て支援対策費補助金

(4) 児童福祉施設入所児童等特別支援事業

２ 交付金 6,734,386円

福祉・介護人材の処遇改善事業

52 奥尻航路活性化協 平成24年 8月22日 交付金 17,800,000円

議会 地域づくり総合交付金

53 江差商工会 平成24年 8月23日 補助金 19,118,279円

小規模事業指導推進費

54 公益財団法人北見 平成24年 8月23日 公の施設の管理 58,094,000円

市体育協会 北海道立北見体育センター指定管理業務

55 社会福祉法人天寿 平成24年 8月23日 １ 補助金 400,710,000円

会 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 療養病床転換支援事業

(3) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(4) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 45,952,853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
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(3) 障がい者入所施設事業転換促進交付金

56 学校法人函館佐藤 平成24年 8月24日 補助金 19,243,800円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立専修学校等管理運営費補助金

(3) 高等学校等就学支援金

(4) 高等学校等就学支援金事務費補助金

57 社会福祉法人丸瀬 平成24年 8月24日 １ 補助金 40,890,000円

布社会福祉協会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 5,352,573円

北海道介護職員処遇改善交付金

58 学校法人おおとり 平成24年 9月 5日 補助金 11,092,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

59 利尻富士町商工会 平成24年 9月 5日 補助金 14,704,381円

小規模事業指導推進費

60 医療法人交雄会 平成24年 9月 5日 １ 補助金 126,382,000円

介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 18,990,705円

北海道介護職員処遇改善交付金

61 医療法人共生会 平成24年 9月 6日 補助金 132,337,500円

森林整備加速化・林業再生事業

62 社会福祉法人釧路 平成24年 9月 6日 １ 補助金 461,534,678円

愛育協会 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 障害者自立支援対策推進事業

(3) 社会福祉施設産休等代替職員任用事業

２ 交付金 11,591,356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

63 礼文町商工会 平成24年 9月 6日 補助金 14,788,459円

小規模事業指導推進費

64 社会福祉法人思誠 平成24年 9月 6日 補助金 212,196,000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

65 特定非営利活動法 平成24年 9月 7日 １ 補助金 20,000,000円

人和 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 6,399,630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
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66 ＮＴＴ北海道グル 平成24年 9月 7日 公の施設の管理 120,700,000円

ープ（テルウェル 北海道立釧路芸術館指定管理業務

・ＮＴＴ－Ｆ）共

同事業体

67 学校法人稚内ひか 平成24年 9月 7日 補助金 22,773,000円

り学園 私立幼稚園管理運営費補助金

68 一般社団法人深川 平成24年 9月10日 補助金 10,178,000円

医師会 看護師等養成費補助金

69 社会福祉法人立栄 平成24年 9月12日 補助金 23,609,057円

会 軽費老人ホーム運営事業

70 北海道厚生農業協 平成24年 9月12日 補助金 291,971,892円

同組合連合会 ～13日 (1) 救命救急センター事業

(2) 小児三次救急医療体制整備促進事業

(3) 周産期母子医療センター運営事業

(4) 広域救急医療対策事業

(5) へき地医療拠点病院事業

(6) 病院内保育所運営事業

(7) 地域医療サポートセンター整備事業

(8) 地域精神医療確保対策事業

(9) 総合内科医養成研修センター運営支援

事業

(10) 十勝圏地域医療再生計画事業

(11) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(12) 看護師等養成所教育指導体制強化事業

(13) 看護師等養成費補助金

(14) 結核予防費補助金

71 医療法人雄心会 平成24年 9月13日 １ 補助金 151,313,000円

(1) 南檜山地域遠隔医療情報通信機器整備

等事業

(2) 救急勤務医支援事業

(3) 病院内保育所運営事業

(4) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業

(5) 道南圏地域医療再生計画事業

２ 交付金 6,592,570円

北海道介護職員処遇改善交付金

72 北海道空港株式会 平成24年 9月19日 貸付金 3,600,000,000円

社 地域総合整備資金貸付事業
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73 学校法人野幌キリ 平成24年 9月20日 補助金 25,924,000円

スト教学園 私立幼稚園管理運営費補助金

74 株式会社トマウェ 平成24年 9月20日 補助金 66,199,000円

ーブ 循環資源利用促進施設設備整備費

75 学校法人近代学園 平成24年 9月21日 補助金 33,896,000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

76 一般財団法人北海 平成24年 9月21日 公の施設の管理 176,038,000円

道体育文化協会 (1) 北海道立真駒内公園指定管理業務

(2) 北海道立野幌総合運動公園指定管理業務

(3) 北海道立産業共進会場指定管理業務

77 学校法人稚内萩見 平成24年10月 3日 補助金 23,436,000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

78 一般社団法人北海 平成24年10月 3日 １ 補助金 17,300,000円

道消費者協会 北海道消費者協会運営事業

２ 公の施設の管理 131,807,311円

北海道立消費生活センター指定管理業務

79 医療法人社団博愛 平成24年10月 3日 １ 補助金 92,054,000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

(3) 病院内保育所運営事業

２ 交付金 16,649,550円

北海道介護職員処遇改善交付金

３ 利子補給 600,000円

介護老人保健施設整備資金利子補給事業

80 学校法人バプテス 平成24年10月 4日 補助金 20,568,000円

ト学園 (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

81 学校法人多田学園 平成24年10月 4日 補助金 167,697,550円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校授業料軽減補助金

(3) 高等学校等就学支援金

(4) 高等学校等就学支援金事務費補助金

82 社会福祉法人稚内 平成24年10月 4日 １ 補助金 19,985,000円

市社会福祉事業団 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 70,407,882円

(1) 北海道介護職員処遇改善交付金
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(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

83 財団法人十勝圏振 平成24年10月 5日 １ 出資 600,000,000円

興機構 ２ 補助金 29,330,222円

(1) 地域食品加工技術センター運営事業

(2) 地域イノベーション戦略支援プログラム

３ 貸付金 587,440,000円

中小企業高度化資金貸付金

４ 公の施設の管理 28,583,000円

北海道立十勝圏地域食品加工技術センタ

ー指定管理業務

84 株式会社稚内振興 平成24年10月 5日 公の施設の管理 49,650,000円

公社 北海道立宗谷ふれあい公園指定管理業務

85 学校法人登別立正 平成24年10月10日 補助金 57,288,000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

86 学校法人駒沢苫小 平成24年10月10日 補助金 23,251,000円

牧学園 私立幼稚園管理運営費補助金

87 学校法人西岡中央 平成24年10月11日 補助金 25,306,000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

88 学校法人米永学園 平成24年10月11日 補助金 26,391,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

89 社会福祉法人よい 平成24年10月11日 １ 補助金 76,629,000円

ち福祉会 (1) 老人福祉施設等整備事業

(2) 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援

事業

(3) 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 14,096,437円

北海道介護職員処遇改善交付金

３ 利子補給 269,998円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

90 北海道文化財保護 平成24年10月12日 補助金 5,900,000円

協会 (1) 社会教育活動促進事業

(2) 生涯学習活動推進事業

91 社会福祉法人秀寿 平成24年10月12日 １ 補助金 106,751,000円

会 介護基盤緊急整備等特別対策事業
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２ 交付金 12,799,076円

北海道介護職員処遇改善交付金

92 倶知安商工会議所 平成24年10月12日 補助金 15,265,647円

小規模事業指導推進費

93 株式会社北海道エ 平成24年10月12日 １ 出資 195,668,550円

アシステム ２ 補助金 177,796,000円

(1) 株式会社北海道エアシステム支援事業

(2) 離島航空路線維持対策事業

３ 貸付金 400,000,000円

株式会社北海道エアシステム支援事業貸

付金

94 学校法人総合技術 平成24年10月16日 補助金 33,177,250円

学園 (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

95 地方独立行政法人 平成24年7月2日、 １ 出資 25,425,696,000円

北海道立総合研究 3日、4日、5日、6 ２ 補助金 325,829,855円

機構 日、19日、20日、 (1) 北海道立総合研究機構施設整備等補助金

8月7日、22日、9 (2) 森林整備加速化・林業再生事業

月14日及び10月16 ３ 交付金 13,267,000,000円

日から18日まで 北海道立総合研究機構運営費交付金

96 幌加内町商工会 平成24年10月17日 補助金 9,104,806円

小規模事業指導推進費

97 公益社団法人上川 平成24年10月18日 補助金 21,176,000円

北部地域人材開発 (1) 地域人材開発センター事業費補助金

センター運営協会 (2) 事業内職業訓練運営費補助金

98 学校法人名寄大谷 平成24年10月19日 補助金 28,458,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

99 財団法人オホーツ 平成24年10月24日 公の施設の管理 75,453,000円

ク生活文化振興財 北海道立オホーツク流氷科学センター指定

団 管理業務

100 広域紋別病院企業 平成24年10月24日 補助金 2,001,150,000円

団 ～26日 (1) 公的病院特別対策事業

(2) 感染症指定医療機関運営事業

101 緑と観光のジョイ 平成24年10月25日 公の施設の管理 42,525,000円

グループ 北海道立オホーツク流氷公園指定管理業務
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102 医療法人社団恵愛 平成24年11月6日 １ 補助金 45,178,000円

会 南檜山地域遠隔医療情報通信機器整備等

事業

２ 交付金 5,421,352円

北海道介護職員処遇改善交付金

103 厚沢部商工会 平成24年11月7日 補助金 14,038,251円

小規模事業指導推進事業

104 社会福祉法人生振 平成24年11月7日 １ 補助金 141,490,000円

の里 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

２ 交付金 4,038,136円

福祉・介護人材の処遇改善事業

105 新十津川町商工会 平成24年11月7日 補助金 15,089,996円

小規模事業指導推進事業

106 学校法人いわさ学 平成24年11月8日 補助金 20,157,000円

園 私立幼稚園管理運営費補助金

107 学校法人清豊学園 平成24年11月13日 補助金 24,432,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

108 洞爺湖有珠山ジオ 平成24年11月13日 交付金 14,000,000円

パーク推進協議会 地域づくり総合交付金

109 豊浦町商工会 平成24年11月14日 補助金 13,831,317円

小規模事業指導推進事業

110 公益財団法人北海 平成24年11月15日 １ 補助金 171,151,118円

道体育協会 (1) 国民体育大会派遣事業

(2) スポーツ活動推進事業

(3) スポーツ団体運営事業

２ 公の施設の管理 337,192,000円

北海道立総合体育センター指定管理業務

111 社会福祉法人南宗 平成24年11月15日 １ 補助金 261,424,000円

谷福祉会 (1) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(3) 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 29,794,458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事業

112 社会福祉法人臨生 平成24年11月16日 補助金 36,455,755円

会 軽費老人ホーム運営事業
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113 学校法人青木学園 平成24年11月20日 補助金 18,580,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

114 学校法人富川学園 平成24年11月20日 補助金 18,407,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

115 学校法人資生学園 平成24年11月21日 補助金 17,049,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

116 社会福祉法人愛光 平成24年11月21日 １ 交付金 56,915,014円

会 (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

２ 利子補給 92,398円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

117 南富自然エネルギ 平成24年11月21日 補助金 30,000,000円

ー利活用協議会 エネルギー「一村一炭素おとし」事業

118 中富良野町鳥獣害 平成24年11月22日 補助金 58,406,000円

対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業

119 滝川廃食用油燃料 平成24年12月 4日 補助金 9,900,000円

利用推進協議会 エネルギー「一村一炭素おとし」事業

120 社会福祉法人美瑛 平成24年12月 5日 １ 補助金 34,475,000円

慈光会 (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 16,751,604円

北海道介護職員処遇改善交付金

121 砂原商工会 平成24年12月 5日 補助金 14,402,689円

小規模事業指導推進費

122 学校法人東光学園 平成24年12月 6日 補助金 15,666,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

123 学校法人上磯学園 平成24年12月 6日 補助金 11,132,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

124 医療法人道南勤労 平成24年12月 7日 １ 補助金 52,243,000円

者医療協会 (1) 南檜山地域遠隔医療情報通信機器整備

等事業

(2) 総合内科医養成研修センター運営支援

事業

(3) 病院内保育所運営事業
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２ 交付金 3,129,188円

北海道介護職員処遇改善交付金

125 栗山・夕張・由仁 平成24年12月12日 補助金 133,792,360円

広域有害鳥獣被害 鳥獣被害防止総合対策事業

防止対策協議会

126 学校法人端野若葉 平成24年12月12日 補助金 12,325,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

127 社会福祉法人遠軽 平成24年12月12日 １ 補助金 1,176,000円

町祉会福祉協議会 福祉・介護人材確保緊急支援事業

２ 交付金 7,610,341円

北海道介護職員処遇改善交付金

128 北海道自治体病院 平成24年12月13日 補助金 16,621,000円

協議会 小規模病院等看護技術強化研修事業

129 学校法人白川学園 平成24年12月13日 補助金 25,647,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

130 湧別町商工会 平成24年12月13日 補助金 29,228,885円

小規模事業指導推進費

131 社会福祉法人滝上 平成24年12月14日 １ 補助金 46,029,886円

福祉会 (1) 介護基盤緊急整備等特別対策事業

(2) 軽費老人ホーム運営事業

２ 交付金 5,441,690円

北海道介護職員処遇改善交付金

３ 利子補給 30,494円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

132 学校法人北光学園 平成24年12月17日 補助金 10,821,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

133 仁木町商工会 平成24年12月18日 補助金 15,301,936円

小規模事業指導推進費

134 学校法人小樽和順 平成24年12月18日 補助金 18,893,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

135 学校法人原学園 平成25年 1月16日 補助金 175,302,523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（小規

模校経営改善促進費）

(3) 私立高等学校授業料軽減補助金

(4) 高等学校等就学支援金
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(5) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(6) 私立幼稚園管理運営費補助金

(7) 結核予防費補助金

136 学校法人大和学園 平成25年 1月16日 補助金 14,772,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

137 新冠町商工会 平成25年 1月17日 補助金 14,095,378円

小規模事業指導推進費

138 特定非営利活動法 平成25年 1月17日 １ 補助金 12,217,000円

人Ｒｅ～らぶ 障害者自立支援対策推進事業

２ 交付金 860,912円

福祉・介護人材の処遇改善事業

139 東神楽町商工会 平成25年 1月17日 補助金 13,750,087円

小規模事業指導推進費

140 社会福祉法人旭川 平成25年 1月18日 １ 補助金 42,000,000円

富好会 介護基盤緊急整備等特別対策事業

２ 交付金 9,666,112円

北海道介護職員処遇改善交付金

141 更別村商工会 平成25年 1月24日 補助金 13,237,155円

小規模事業指導推進費

142 社会福祉法人更葉 平成25年 1月24日 補助金 44,467,000円

園 障害者自立支援対策推進事業

143 財団法人北海道医 平成25年 1月25日 補助金 18,918,000円

療団 (1) 十勝圏地域医療再生計画事業

(2) 病院内保育所運営事業

144 とかちの夢・真冬 平成25年 1月25日 補助金 30,000,000円

のマンゴーコンソ エネルギー「一村一炭素おとし」事業

ーシアム
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