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第１ 監査の概要

１ 監査の実施団体及び実施時期

平成26年度財政的援助団体等監査は、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（以下「補助事業者等」という。）のうち、2 0 0

団体について、平成27年 6月から平成28年 2 月までの間に実施した。

また、今年度は、昨年度に引き続き、経常的に運営費補助がされ、長年監査歴のない団体

を重点的に選定し、監査を実施した。

なお、監査を実施した団体の名称、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、主に平成26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) 随意契約等の契約方式は適切か、契約相手方の選定は妥当か、入札・契約事務が公正な

競争入札を確保するものとなっているかなど契約の競争性及び透明性が保たれているか。

(2) 補助事業の執行において、補助対象経費の算定方法や取扱いなどは、補助事業者間で公

平性が保たれているか。

(3) 補助事業や公の施設の管理業務等において、補助事業者等がコンソーシアム（共同事業

体）、特定非営利活動法人や任意団体の場合、会計経理が適切に行われているか。

(4) 補助事業者において、道の他部局の補助金や国、他の地方公共団体の補助対象経費が重

複していないか。

(5) 部局が自ら行う政策評価等に留意して財政的援助団体等の事業が経済的、効率的に行わ

れているか、補助事業等が所期の目的に沿った成果や効果を上げているか。

(6) 部局において、社会経済情勢の変動、経年の事業実施状況等を踏まえた補助制度等の見

直しなどを適切に行っているか。

３ 監査の実施方法

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、実地監査又は書面監

査により実施した。

このうち、実地監査については、団体及び所管部局から監査資料の提出を受けた上で団体

に赴き、出納関係帳簿、預金通帳、収入・支出関係書類等を確認した。

また、書面監査については、団体及び所管部局から監査資料の提出を受けた上で、その内

容を確認する方法により行った。
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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、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 指 指 内 訳

施 摘 摘 指 指 導 件 数 検

区 分
団 等 等 摘 事 収 支 契 財 工 経 道 計 討

体 団 件 件 業 入 出 約 産 事 理 の 件

数 体 数 数 執 管 部 数

数 行 理 局

財 団 法 人 注1 6 2 4 1 3 4

社 団 法 人 注2 2 1 1 1 1

学 校 法 人 57 27 38 2 2 9 3 20 2 36

社 会 福 祉 法 人 25 6 9 3 2 1 3 6

医 療 法 人 1

商工会議所・商工会 63 6 7 3 4 7

株式会社・有限会社 22 1 1 1

特定非営利活動法人 4 1 1 1 1

そ の 他 20 3 6 2 1 1 2 4

合 計 200 47 67 7 4 14 3 1 3 27 7 59 1

注１ 財団法人：一般財団法人、公益財団法人

２ 社団法人：一般社団法人、公益社団法人
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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) 平成25年度及び平成26年度の子育て支援対策事業費補助金において、補助対象期間外に

行った事業を対象としていたことから、補助金66万9,000円が過大となっていた。

（学校法人大関学園）

(2) 福祉・介護人材確保総合対策事業費補助金において、支払っていない経費を補助対象経

費としたことから、補助金36万円が過大となっていた。 （社会福祉法人ふれんど）

(3) 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、補助基準額算定の対象

となる新人看護職員等の人数を誤ったことから、平成26年度については、補助金21万5,000

円、平成25年度については、補助金10万8,000円が過大となっていた。

（北海道公立大学法人札幌医科大学）

(4) 軽費老人ホーム運営費補助金において、入所者から徴収する事務費の算定を誤ったこと

から、補助金18万円が過大となっていた。 （社会福祉法人北海道中央病院）

(5) 軽費老人ホーム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

8万4,499円が過大となっていた。 （社会福祉法人当麻柏陽会）

(6) 鳥獣被害防止総合対策事業補助金において、他の補助事業と補助対象経費が重複してい

たことから、補助金8万2,000円が過大となっていた。（網走市鳥獣被害防止対策協議会）

(7) 私立幼稚園管理運営費補助金において、補助対象経費は、当該年度の幼稚園における教

育に係る経常的経費とされているが、前年度の支出等を補助対象経費としているものがあ

った。 （学校法人石狩学園）

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費補助金において、サービスの提供に要する費用徴収額の算定

を誤り、入所者からこれを過大に徴収しているものがあった。

(ｲ) 福祉・介護人材確保総合対策事業費補助金において、法人が運営する他の専門学校

と併せて入学案内の新聞広告を掲載しているが、経費を按分して補助金額を算定しな

かったことから、補助金が過大となっているものがあった。

(ｳ) 私立幼稚園管理運営費補助金において、前年度の経費を補助対象経費に含めている

ものがあった。

イ 支出に関するもの

(ｱ) 手当や旅費について、団体の規程に定めがないにもかかわらず支給しているものや

規程と異なる額を支給しているものがあった。
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(ｲ) 職員の自動車を業務で使用する場合において、団体の規程では、自動車借上契約を

締結した上で任意自動車保険に係る保険料や、排気量・走行距離に応じた使用料を支

払うこととされているが、これを行っていないものがあった。

ウ 契約に関するもの

固定資産の取得において、団体の規程では、競争入札が原則とされているが、見積

書により随意契約を締結しているものがあった。

また、契約を締結するときは、契約書を作成して行うものとされているが、これを

行っていないものがあった。

エ 財産管理に関するもの

財産の管理において、団体の規程では、取得した備品について、財産管理台帳の整

備を行うこととされているが、補助事業により取得した誘導捕獲柵わな及び箱わなに

ついて、これを行っていないものがあった。

オ 工事に関するもの

(ｱ) 畜舎新築工事の積算において、仮設道路の道路延長を誤って長く計上したため、設

計金額が過大となっているものがあった。

また、畜舎管理室等の木工事における大工の作業手間の歩掛りを誤って適用したた

め、人工を少なく計上し、さらに屋外給水工事の土工に使用するバックホウの機種選

定について、要領の適用区分を誤って適用したため、設計金額が過少となっているも

のがあった。

(ｲ) バンカーサイロ用地造成工事において、土工の積算に当たり、運土距離が60ｍを超

える場合には、ダンプトラックにより運搬することとされており、その際の掘削積込

までの一連作業はバックホウによることとされているが、誤ってブルドーザによる掘

削及びバックホウによる積込としていたため、設計金額が過大となっているものがあ

った。

(ｳ) 畜産施設整備工事において、地盤の掘削により3,000㎡以上の土地の形質を変更す

る場合には、着手する日の30日前までに、当該土地の形質を変更する場所や着手予定

日等を知事に届け出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) 学校法人において、予算に重要な変更を加えようとするときは、理事会の議決を得

なければならないが、これを行わず、予算額を超える支出を行っているものがあった。

また、理事会及び評議員会の議事録について、事実と異なる内容を記載しているも

のや作成されていないものがあった。
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(ｲ) 団体の規程では、理事長は、会計年度終了後 2 箇月以内に、決算を評議員会に報

告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、監事は、同期間内に、監査報告書を理事会及び評議員会に提出することとさ

れているが、これを行っていないものがあった。

さらに、理事会及び評議員会の議事録は、常に事務所に備えて置かなければならな

いこととされているが、保存されていないものがあった。

(ｳ) 決算書類は、会計帳簿に基づいて作成し、必要な会計事実を明瞭に表示しなければ

ならないが、一部事業に係る収支や未収入金・未払金などについて収支決算書、貸借

対照表又は財産目録に計上していないものや、預かり社会保険料の期末残高を資産で

ある仮払金に計上しているものなど、誤った数値を計上しているものがあった。

(ｴ) 団体の規程では、総会に付議すべき事項、事業計画及びこれに伴う収支予算につい

ては、理事会の議決を得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。

また、総会を開催したときは、議事録を作成しなければならないが、これを作成し

ていないものがあった。

さらに、活動計算書については、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政

状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとしなければならないが、補助事業に

係る収支が反映されていないものがあった。

(ｵ) 資金の借入を行う場合において、団体の規程では、あらかじめ評議員会の意見を聞

き、理事会の議決を得なければならないこととされているが、これらを行っていない

ものや、借入の事実を証する書類を作成していないものがあった。

(ｶ) 学校法人の監事は、理事、評議員等と兼ねてはならないこととされているが、評議

員を兼ねているものがあった。

(ｷ) 収納した現金について、団体の規程では、金融機関に預け入れることとされている

が、直接支払に充てているものがあった。

また、金銭の現在高について、団体の規程では、毎月1回以上、帳簿と照合するこ

ととされているが、これを行っていないものがあった。

(ｸ) 請負契約の検査においては、給付の完了の確認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。

(ｹ) 社会福祉施設整備費補助金において、対象施設を取得する際に、融資を受けるため

に抵当権の設定をする場合には、総合振興局長等の承認を受けなければならないが、

承認を受けないで抵当権を設定しているものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

補助事業者において、補助金が過大となっているものなどがあったことから、所管部局に

おいては、書類の審査を適切に行い、必要に応じて現地調査をするなどして、補助金の額の

確定を適正に行うとともに、団体に対して適切な事務処理を行うよう指導する必要があった。
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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。

道営住宅退去時における敷金について、道の債権の担保として徴収した敷金の還付手続き

を指定管理者に行わせているが、敷金の充当等に関する具体的な定めがないため、この還付

において、道の債権である未納家賃に充当すべきものを、これに充当しないで、退去者に代

わって指定管理者が行う修繕に要する費用に充当していたものがあった。

このことから、敷金を道の債権に優先充当すべきことや退去者が負担して行うべき修繕費

の適正な取扱いについて、検討する必要がある。
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別表

監査の実施団体、実施年月日及び財政的援助等の種目

番号 監査実施団体 監査実施年月日 財政的援助等の種目

1 中頓別町商工会 平成27年 6月10日 補助金 7,909,809円

小規模事業指導推進費補助金

2 エーワン、創造設 平成27年 6月10日 公の施設の管理 76,557,360円

計舎コンソーシア 北海道営住宅指定管理業務

ム

3 猿払村商工会 平成27年 6月11日 補助金 9,907,128円

小規模事業指導推進費補助金

4 上士幌町商工会 平成27年 6月11日 補助金 15,502,760円

小規模事業指導推進費補助金

5 浜頓別町商工会 平成27年 6月12日 補助金 16,394,511円

小規模事業指導推進費補助金

6 特定非営利活動法 平成27年 6月12日 補助金 39,600,000円

人士幌町障がい者 社会福祉施設整備費補助金

支援の会

7 学校法人深川竜谷 平成27年 6月15日 補助金 11,972,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

8 株式会社近海食品 平成27年 6月16日 補助金 30,477,000円

企業立地促進費補助金

9 社会福祉法人ほく 平成27年 6月17日 補助金 33,156,505円

てん 点字図書館運営費補助金

10 学校法人協和学園 平成27年 6月17日 補助金 9,315,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

11 南十勝新エネ推進 平成27年 6月18日 補助金 20,000,000円

コンソーシアム 「一村一エネ」事業費補助金

12 社会福祉法人音別 平成27年 6月18日 補助金 541,005,000円

憩いの郷 (1) 社会福祉施設整備費補助金
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(2) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事

業費補助金

13 大樹町商工会 平成27年 6月19日 補助金 16,918,482円

小規模事業指導推進費補助金

14 宗谷バス株式会社 平成27年 6月23日 補助金 76,260,000円

(1) 地域間幹線系統確保維持費補助金

(2) 広域生活交通路線維持費補助金

15 中川町商工会 平成27年 6月24日 補助金 12,481,752円

小規模事業指導推進費補助金

16 音威子府村商工会 平成27年 6月25日 補助金 7,803,468円

小規模事業指導推進費補助金

17 学校法人滝川興禅 平成27年 6月29日 補助金 24,289,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

18 日本公防株式会社 平成27年 7月 1日 補助金 28,853,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

19 学校法人駒沢岩見 平成27年 7月 3日 補助金 29,539,193円

沢学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

(3) 結核予防費補助金

20 利尻町商工会 平成27年 7月 3日 補助金 13,974,580円

小規模事業指導推進費補助金

21 一般社団法人音楽 平成27年 7月 7日 補助金 39,600,000円

セラピー樹音 社会福祉施設整備費補助金

22 学校法人フレンド 平成27年 7月 8日 補助金 13,353,000円

恵学園 私立幼稚園管理運営費補助金

23 社会福祉法人ふく 平成27年 7月 9日 補助金 1,736,524円

ろう会 軽費老人ホーム運営費補助金

24 社会福祉法人平取 平成27年 7月10日 補助金 30,957,960円

福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金
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25 北海道信用保証協 平成27年 7月13日 １ 出資 12,345,046,000円

会 ２ 損失補償 770,287,665円

北海道信用保証協会損失補償金

３ 利子補給 377,307円

北海道信用保証協会保証料補給金

26 北海道土地開発公 平成27年 7月14日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 3,592,092円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,498,864,495円

(1) 道単独事業用地資金貸付金

(2) 公社自主事業用地資金貸付金

(3) 苫小牧東部工業基地用地資金貸付金

(4) 石狩湾新港地域港湾用地資金貸付金

４ 支払保証 31,451,487,844円

27 公益財団法人北海 平成27年 7月14日 １ 出資 5,000,000円

道中小企業総合支 ～15日 ２ 補助金 282,086,101円

援センター (1) 北海道中小企業総合支援センター事業

費補助金

(2) 環境・エネルギービジネス育成・振興事

業費補助金

(3) 中小企業競争力強化促進事業費補助金

(4) 中小企業競争力強化促進費補助金

(5) 設備導入資金貸付事業事務費事業

(6) 小規模企業者等設備貸与事業円滑化補

助金

(7) 北海道中小企業総合支援センター補助金

３ 貸付金 9,745,161,596円

(1) 事業化資金貸付事業

(2) 設備資金貸付事業

(3) 設備貸与事業

(4) 中小企業応援ファンド事業

(5) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

貸付事業

(6) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

管理事業

４ 損失補償 460,000,000円

設備貸与事業

28 積丹町商工会 平成27年 7月16日 補助金 16,208,507円

(1) 小規模事業指導推進費補助金

(2) 地域商業活性化総合対策事業費補助金
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29 古平町商工会 平成27年 7月17日 補助金 14,585,969円

小規模事業指導推進費補助金

30 公益財団法人北海 平成27年7月2日、 １ 出資 339,500,000円

道農業公社 8日、9日、10日、 ２ 補助金 2,883,296,433円

21日～22日 (1) 農業担い手育成センター事業補助金

(2) 青年就農給付金事業

(3) 就農支援資金償還免除事業

(4) 海外農業青年交流促進事業費補助金

(5) 農地中間管理機構事業補助金

(6) 農地売買支援事業

(7) 強い農業づくり事業補助金

(8) 畜産担い手育成総合整備事業

(9) 畜産担い手育成総合整備事業等円滑化

対策補助金

３ 負担金 22,384,000円

農業担い手育成センター事業負担金

４ 貸付金 54,970,000円

北海道就農支援資金道貸付金

５ 利子補給 71,956,000円

農地保有合理化事業

31 一般財団法人北海 平成27年 7月24日 １ 出資 200,000,000円

道勤労者信用基金 ２ 損失補償 1,727,784円

協会 北海道勤労者信用基金協会損失補償金

32 株式会社北海道エ 平成27年 7月24日 １ 出資 101,011,050円

アシステム ２ 補助金 88,831,489円

(1) 離島航空路線維持対策事業費補助金

(2) 離島航空路線特別対策費補助金

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

４ 損失補償 200,000,000円

33 学校法人網走大谷 平成27年 8月 4日 補助金 23,373,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

34 社会福祉法人津別 平成27年 8月 5日 補助金 30,016,220円

福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

35 黒松内町商工会 平成27年 8月 5日 補助金 14,819,645円
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小規模事業指導推進費補助金

36 岩内商工会議所 平成27年 8月 5日 補助金 24,228,303円

小規模事業指導推進費補助金

37 公益財団法人オホ 平成27年 8月 6日 １ 出資 450,000,000円

ーツク地域振興機 ２ 補助金 25,133,780円

構 地域食品加工技術センター運営事業費補

助金

３ 公の施設の管理 27,441,000円

地域食品加工技術センター指定管理業務

38 島牧商工会 平成27年 8月 6日 補助金 8,926,479円

小規模事業指導推進費補助金

39 神恵内村商工会 平成27年 8月 6日 補助金 7,314,452円

小規模事業指導推進費補助金

40 鹿部商工会 平成27年 8月 6日 補助金 15,275,414円

小規模事業指導推進費補助金

41 寿都商工会 平成27年 8月 7日 補助金 14,871,881円

小規模事業指導推進費補助金

42 泊村商工会 平成27年 8月 7日 補助金 9,613,397円

小規模事業指導推進費補助金

43 特定非営利活動法 平成27年 8月 7日 補助金 14,953,000円

人函館せいかつコ 離職者の安心生活支援事業費補助金

ミュニティ

44 学校法人華園学園 平成27年 8月18日 補助金 11,394,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

45 学校法人月形大谷 平成27年 8月18日 補助金 9,946,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

46 学校法人石狩学園 平成27年 8月19日 補助金 20,551,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

47 学校法人千歳青葉 平成27年 8月19日 補助金 26,194,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金
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48 学校法人和光学園 平成27年 9月 1日 補助金 8,142,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

49 社会福祉法人上湧 平成27年 9月 2日 補助金 64,396,672円

別福祉会 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補

助金

50 根室市 平成27年 9月 2日 公の施設の管理 63,855,000円

北海道立北方四島交流センター指定管理業務

51 社会福祉法人エコ 平成27年 9月 2日 補助金 28,968,640円

ライフまどか 軽費老人ホーム運営費補助金

52 佐呂間町商工会 平成27年 9月 3日 補助金 14,021,502円

小規模事業指導推進費補助金

53 根室交通株式会社 平成27年 9月 3日 補助金 47,204,000円

(1) 地域間幹線系統確保維持費補助金

(2) 広域生活交通路線維持費補助金

54 学校法人小寺学園 平成27年 9月 4日 補助金 8,498,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

55 学校法人文化学園 平成27年 9月 4日 補助金 18,760,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

56 学校法人余市杉の 平成27年 9月 8日 補助金 49,342,000円

子学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

57 学校法人キリスト 平成27年 9月 8日 補助金 14,680,000円

教北光学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

58 北海道公立大学法 平成27年 9月 8日 １ 出資 34,585,130,000円

人札幌医科大学 ～10日 ２ 補助金 595,818,075円

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設

整備等補助金

(2) 医学生地域医療体験学習支援事業費補

助金

(3) がん診療連携拠点病院機能強化事業費
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補助金

(4) 北海道緊急時医療活動施設整備費補助金

(5) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(6) 子どもをもつ医師の就労環境整備事業

費補助金

３ 交付金 6,223,700,000円

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学運営

費交付金

(2) 専門医派遣システム推進事業

４ 負担金 67,000,000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

59 学校法人札幌いづ 平成27年 9月 9日 補助金 13,826,000円

み学園 私立幼稚園管理運営費補助金

60 知内商工会 平成27年 9月 9日 補助金 15,287,193円

小規模事業指導推進費補助金

61 辻久建設、オオフ 平成27年 9月10日 公の施設の管理 10,199,050円

ル建築設計事務所 北海道営住宅指定管理業務

コンソーシアム

62 乙部町商工会 平成27年 9月11日 補助金 12,623,866円

小規模事業指導推進費補助金

63 社会福祉法人北海 平成27年 9月15日 １ 補助金 74,914,000円

道家庭学校 社会福祉施設整備費補助金

２ 利子補給 7,814円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

64 西興部村商工会 平成27年 9月15日 補助金 7,364,238円

小規模事業指導推進費補助金

65 北見農業協同組合 平成27年 9月16日 補助金 349,800,000円

連合会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

66 雄武町商工会 平成27年 9月16日 補助金 12,584,895円

小規模事業指導推進費補助金
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67 えんがる商工会 平成27年 9月17日 補助金 20,278,645円

小規模事業指導推進費補助金

68 興部町商工会 平成27年 9月17日 補助金 13,941,132円

小規模事業指導推進費補助金

69 北海道土地改良事 平成27年10月 7日 １ 補助金 201,728,500円

業団体連合会 (1) 土地改良施設維持管理適正化事業

(2) 水土総合強化推進事業

(3) 担い手育成支援事業費補助金

２ 利子補給 31,482,478円

(1) 土地改良負担金償還対策事業利子補給

補助金

(2) 土地改良負担金償還特別対策事業利子

補給補助金

70 地方独立行政法人 平成27年7月2日、 １ 出資 25,425,696,000円

北海道立総合研究 8日、9日、15日、 ２ 補助金 970,833,607円

機構 16日、17日、8月3 (1) 地方独立行政法人北海道立総合研究機

日、5日、18日、9 構施設整備等補助金

月3日、10月7日～ (2) 森林整備加速化・林業再生事業

9日 ３ 交付金 12,963,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

71 オホーツクバイオ 平成27年10月 8日 補助金 704,708,000円

エナジー株式会社 森林整備加速化・林業再生事業

72 紋別商工会議所 平成27年10月 9日 補助金 26,186,320円

小規模事業指導推進費補助金

73 学校法人幸明学園 平成27年10月 9日 補助金 14,665,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

74 和寒町商工会 平成27年10月14日 補助金 15,581,445円

小規模事業指導推進費補助金

75 社会福祉法人当麻 平成27年10月15日 補助金 38,590,015円

柏陽会 軽費老人ホーム運営費補助金

76 社会福祉法人斜里 平成27年10月15日 補助金 4,684,740円

福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金
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77 学校法人真駒内キ 平成27年10月15日 補助金 22,195,000円

リスト教学園 私立幼稚園管理運営費補助金

78 愛別商工会 平成27年10月16日 補助金 13,839,781円

小規模事業指導推進費補助金

79 美幌商工会議所 平成27年10月16日 補助金 18,657,171円

小規模事業指導推進費補助金

80 学校法人坂本北海 平成27年10月16日 補助金 53,162,000円

道学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

81 石狩北商工会 平成27年10月19日 補助金 12,433,744円

小規模事業指導推進費補助金

82 学校法人相愛学園 平成27年10月20日 補助金 40,749,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

83 学校法人新善光寺 平成27年10月20日 補助金 40,369,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

84 学校法人室橋学園 平成27年10月21日 補助金 43,730,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

85 幌延町商工会 平成27年11月 4日 補助金 12,771,176円

小規模事業指導推進費補助金

86 遠別商工会 平成27年11月 5日 補助金 14,216,957円

小規模事業指導推進費補助金

87 学校法人若松学園 平成27年11月 5日 補助金 10,299,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

88 枝幸町商工会 平成27年11月 5日 補助金 26,227,646円

小規模事業指導推進費補助金

89 学校法人泉学園 平成27年11月 6日 補助金 15,683,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金
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90 小清水町商工会 平成27年11月 6日 補助金 14,657,220円

小規模事業指導推進費補助金

91 豊富町商工会 平成27年11月 6日 補助金 14,070,396円

小規模事業指導推進費補助金

92 学校法人美唄キリ 平成27年11月10日 補助金 16,331,000円

スト教学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

93 滝上町商工会 平成27年11月10日 補助金 12,971,816円

小規模事業指導推進費補助金

94 社会福祉法人北海 平成27年11月11日 補助金 26,548,928円

道中央病院 軽費老人ホーム運営費補助金

95 学校法人こばと学 平成27年11月11日 補助金 39,723,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

96 秩父別町商工会 平成27年11月12日 補助金 12,154,965円

小規模事業指導推進費補助金

97 医療法人道北勤労 平成27年11月12日 補助金 477,217,000円

者医療協会 (1) 医療施設耐震化臨時特例整備促進費補

助金

(2) 総合診療医養成研修センター運営支援

等事業費補助金

(3) 専門医認定支援事業費補助金

(4) 病院内保育所運営費補助金

(5) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

98 沼田町商工会 平成27年11月13日 補助金 13,817,373円

小規模事業指導推進費補助金

99 富良野市ＲＤＦ利 平成27年11月13日 補助金 20,000,000円

活用コンソーシア 「一村一エネ」事業費補助金

ム

100 網走市鳥獣被害防 平成27年11月16日 補助金 2,927,915円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金
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101 公益財団法人道央 平成27年11月17日 １ 出資 605,000,000円

産業振興財団 ２ 補助金 8,000,000円

地域のものづくり産業力強化対策事業補

助金

102 学校法人手稲学園 平成27年11月17日 補助金 44,956,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

103 学校法人長岡学園 平成27年11月17日 補助金 45,766,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

104 学校法人室蘭学園 平成27年11月17日 補助金 1,120,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

105 学校法人八紘学園 平成27年11月17日 補助金 3,030,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

106 有限会社アクロス 平成27年11月17日 公の施設の管理 8,000,820円

北海道営住宅指定管理業務

107 学校法人由仁学園 平成27年11月18日 補助金 14,542,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

108 学校法人栗山立正 平成27年11月18日 補助金 14,271,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

109 株式会社シーヴイ 平成27年11月18日 補助金 588,894,000円

テック北海道 (1) 企業立地促進費補助金

(2) 企業誘致強化人材育成事業費補助金

110 森商工会議所 平成27年11月18日 補助金 15,883,386円

小規模事業指導推進費補助金

111 清里町商工会 平成27年11月18日 １ 補助金 13,313,885円

小規模事業指導推進費補助金

２ 貸付金 43,071,000円

中小企業高度化資金貸付金

112 学校法人つくし学 平成27年11月19日 補助金 76,208,000円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金
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113 学校法人須合学園 平成27年11月19日 補助金 19,725,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

114 長万部商工会 平成27年11月19日 補助金 16,879,025円

小規模事業指導推進費補助金

115 斜里町商工会 平成27年11月19日 補助金 20,542,789円

小規模事業指導推進費補助金

116 増毛町商工会 平成27年12月 2日 補助金 15,305,199円

小規模事業指導推進費補助金

117 社会福祉法人恵和 平成27年12月 2日 補助金 15,209,308円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

118 ニセコ町商工会 平成27年12月 2日 １ 補助金 15,594,027円

小規模事業指導推進費補助金

２ 交付金 100,000円

地域づくり総合交付金

119 苫小牧市鳥獣被害 平成27年12月 2日 補助金 2,525,400円

防止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

120 留萌商工会議所 平成27年12月 3日 補助金 22,372,658円

小規模事業指導推進費補助金

121 赤平商工会議所 平成27年12月 3日 補助金 14,685,128円

小規模事業指導推進費補助金

122 社会福祉法人黒松 平成27年12月 3日 １ 補助金 116,949,536円

内つくし園 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 結核予防費補助金

２ 利子補給 2,718円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

123 社会福祉法人泰生 平成27年12月 3日 １ 補助金 31,244,060円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 339,898円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

124 小平町商工会 平成27年12月 4日 補助金 15,029,503円

小規模事業指導推進費補助金



- 19 -

125 蘭越町商工会 平成27年12月 4日 補助金 16,046,393円

小規模事業指導推進費補助金

126 社会福祉法人伊達 平成27年12月 4日 補助金 24,576,000円

コスモス21 (1) 社会福祉施設整備費補助金

(2) 社会福祉施設等耐震化等整備促進事業

費補助金

127 滝川商工会議所 平成27年12月 4日 補助金 24,201,577円

小規模事業指導推進費補助金

128 社会福祉法人夕張 平成27年12月 7日 補助金 247,250,000円

みどりの会 老人福祉施設等整備事業費補助金

129 真狩村商工会 平成27年12月 8日 補助金 9,551,896円

小規模事業指導推進費補助金

130 学校法人北海道鍼 平成27年12月 8日 補助金 3,041,000円

灸専門学校 私立専修学校等管理運営費補助金

131 学校法人浅井学園 平成27年12月 8日 補助金 3,978,848円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 私立学校被災生徒等就学支援補助金

(3) 結核予防費補助金

132 喜茂別町商工会 平成27年12月 9日 補助金 12,925,231円

小規模事業指導推進費補助金

133 雨竜町商工会 平成27年12月 9日 補助金 12,755,835円

小規模事業指導推進費補助金

134 学校法人山口学園 平成27年12月 9日 補助金 4,050,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

135 京極町商工会 平成27年12月10日 補助金 14,607,753円

小規模事業指導推進費補助金

136 北竜町商工会 平成27年12月10日 補助金 12,071,455円

小規模事業指導推進費補助金

137 夕張商工会議所 平成27年12月10日 補助金 15,973,565円

小規模事業指導推進費補助金
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138 学校法人成徳学園 平成27年12月10日 補助金 6,205,000円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 福祉・介護人材確保総合対策事業費補

助金

139 浦幌町商工会 平成27年12月10日 １ 補助金 15,389,485円

小規模事業指導推進費補助金

２ 貸付金 16,789,000円

中小企業高度化資金貸付金

140 妹背牛商工会 平成27年12月11日 補助金 16,326,539円

小規模事業指導推進費補助金

141 あつまバス株式会 平成27年12月11日 補助金 18,842,000円

社 地域間幹線系統確保維持費補助金

142 学校法人工藤学園 平成27年12月11日 補助金 4,706,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

143 音更町商工会 平成27年12月11日 補助金 17,702,088円

小規模事業指導推進費補助金

144 学校法人江別キリ 平成27年12月14日 補助金 11,894,000円

スト教学園 私立幼稚園管理運営費補助金

145 学校法人宝流学園 平成27年12月14日 補助金 32,500,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

146 西部十勝有害鳥獣 平成27年12月14日 補助金 2,519,323円

対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

147 学校法人ふれ愛チ 平成27年12月15日 補助金 24,734,000円

ャイルド (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

148 学校法人昭光学園 平成27年12月15日 補助金 23,226,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

149 学校法人東学園 平成27年12月15日 補助金 35,710,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

150 学校法人北海道鹿 平成27年12月15日 補助金 5,756,000円
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光学園 私立専修学校等管理運営費補助金

151 社会福祉法人帯広 平成27年12月15日 補助金 26,170,000円

太陽福祉会 社会福祉施設整備費補助金

152 学校法人和学園 平成27年12月16日 補助金 35,560,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

153 学校法人大関学園 平成27年12月16日 補助金 35,417,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

154 学校法人宮島学園 平成27年12月16日 補助金 6,377,000円

私立専修学校等管理運営費補助金

155 社会福祉法人刀圭 平成27年12月16日 補助金 33,217,800円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

156 学校法人日本医療 平成27年12月17日 補助金 34,392,844円

大学 (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・介護人材確保総合対策事業費補

助金

(4) 結核予防費補助金

157 株式会社ヨシダ 平成28年 1月13日 補助金 590,000,000円

森林整備加速化・林業再生事業

158 砂川商工会議所 平成28年 1月13日 補助金 15,717,612円

小規模事業指導推進費補助金

159 ふらのバス株式会 平成28年 1月13日 補助金 17,756,000円

社 (1) 地域間幹線系統確保維持費補助金

(2) 広域生活交通路線維持費補助金

160 上富良野町商工会 平成28年 1月13日 補助金 22,845,572円

小規模事業指導推進費補助金

161 社会福祉法人砂川 平成28年 1月14日 １ 補助金 15,283,540円

福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 367,000円

介護老人保健施設整備資金利子補給事業
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費補助金

162 社会福祉法人小樽 平成28年 1月14日 １ 補助金 31,720,559円

北勉会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 266,798円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

163 旭川電気軌道株式 平成28年 1月14日 補助金 7,555,000円

会社 地域間幹線系統確保維持費補助金

164 富良野商工会議所 平成28年 1月14日 補助金 16,473,274円

小規模事業指導推進費補助金

165 江部乙商工会 平成28年 1月15日 補助金 13,094,598円

小規模事業指導推進費補助金

166 赤井川村商工会 平成28年 1月15日 補助金 8,609,475円

小規模事業指導推進費補助金

167 北海道プレカット 平成28年 1月15日 補助金 270,226,750円

センター株式会社 森林整備加速化・林業再生事業

168 学校法人鶴川学園 平成28年 1月18日 補助金 6,761,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

169 学校法人札幌佐藤 平成28年 1月18日 補助金 40,673,000円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

170 学校法人増山学園 平成28年 1月18日 補助金 32,534,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

171 学校法人札幌豊学 平成28年 1月19日 補助金 36,006,000円

園 私立幼稚園管理運営費補助金

172 学校法人北修学園 平成28年 1月19日 補助金 35,199,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

173 学校法人やすらぎ 平成28年 1月20日 補助金 38,807,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

174 学校法人札幌国際 平成28年 1月20日 補助金 32,773,000円

大学 私立幼稚園管理運営費補助金
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175 学校法人まゆみ学 平成28年 1月20日 補助金 32,249,000円

園 私立幼稚園管理運営費補助金

176 株式会社エコフィ 平成28年 2月 1日 補助金 28,696,000円

ールド 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

177 社会福祉法人江別 平成28年 2月 2日 １ 補助金 32,039,600円

昭光福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 543,033円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

178 フジッコ株式会社 平成28年 2月 2日 補助金 279,392,000円

企業立地促進費補助金

179 株式会社セキュメ 平成28年 2月 2日 公の施設の管理 42,188,600円

ント 北海道営住宅指定管理業務

180 浦臼町商工会 平成28年 2月 3日 補助金 11,800,839円

小規模事業指導推進費補助金

181 エムエムエスマン 平成28年 2月 3日 公の施設の管理 51,579,120円

ションマネージメ 北海道営住宅指定管理業務

ントサービス株式

会社

182 バイオディーゼル 平成28年 2月 3日 補助金 20,000,000円

混合重油(Ｂ10重 「一村一エネ」事業費補助金

油)利用推進コン

ソーシアム

183 ジェイ・アール北 平成28年 2月 3日 補助金 13,957,000円

海道バス株式会社 地域間幹線系統確保維持費補助金

184 滝川ガス株式会社 平成28年 2月 3日 公の施設の管理 17,966,800円

北海道営住宅指定管理業務

185 一般社団法人日本 平成28年 2月 4日 補助金 643,606,000円

海員掖済会 (1) 医療施設耐震化臨時特例整備促進費補

助金

(2) 病院内保育所運営費補助金

(3) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金
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186 社会福祉法人栗沢 平成28年 2月 4日 補助金 271,856,000円

福祉会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補

助金

187 株式会社光ハイツ 平成28年 2月 4日 補助金 208,454,000円

・ヴェラス 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

188 小樽・北後志広域 平成28年 2月 5日 交付金 10,000,000円

インバウンド推進 地域づくり総合交付金

協議会

189 北海道登別洞爺広 平成28年 2月 5日 交付金 10,500,000円

域観光圏協議会 地域づくり総合交付金

190 社会福祉法人神愛 平成28年 2月 8日 補助金 31,467,000円

園 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金

191 特定非営利活動法 平成28年 2月 8日 補助金 20,500,000円

人千歳めいぷるの 社会福祉施設整備費補助金

会

192 特定非営利活動法 平成28年 2月 8日 補助金 17,405,000円

人中間就労支援協 離職者の安心生活支援事業費補助金

会なんもさミディ

アム

193 社会福祉法人ふれ 平成28年 2月 8日 補助金 356,069,314円

んど (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補

助金

(3) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(4) 福祉・介護人材確保総合対策事業費補

助金

194 北海道次世代施設 平成28年 2月 9日 補助金 696,305,000円

園芸コンソーシア 強い農業づくり事業補助金

ム

195 王子グリーンエナ 平成28年 2月 9日 補助金 419,750,000円

ジー江別株式会社 森林整備加速化・林業再生事業
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196 北海道信用漁業協 平成28年 2月 9日 １ 貸付金 262,972,000円

同組合連合会 (1) 水産加工振興資金貸付金

(2) ほっかいどうマイホーム資金貸付金

２ 利子補給 75,235,814円

(1) 漁業近代化資金利子補給金

(2) 漁業経営健全化促進資金利子補給金

(3) 漁業振興資金利子補給金

(4) 漁業経営改善促進資金利子補給金

197 社会福祉法人上寿 平成28年 2月 9日 １ 補助金 147,871,454円

の会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 介護基盤緊急整備等特別対策事業費補

助金

(3) 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 304,498円

民間社会福祉施設整備資金利子補給事業

198 一般財団法人北海 平成28年 2月 9日 公の施設の管理 86,699,761円

道子どもの国協会 北海道子どもの国・北海道立青少年体験活

動支援施設ネイパル砂川指定管理業務

199 伊達市鳥獣被害防 平成28年 2月10日 補助金 10,200,000円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

200 空知環境総合株式 平成28年 2月10日 補助金 44,513,000円

会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金


