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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27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等（以下「補助事業者等」という。）のうち、1 8 0

団体について、平成28年 6月から平成29年 2 月までの間に実施した。

今年度は、昨年度に引き続き、経常経費を援助するなど道の関与の高い団体や長年監査歴

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27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、又は、出資団体において、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 18 2 3 1 1 1 2

社 団 法 人 注2 5 3 4 1 1 1 2 1

学 校 法 人 16 5 8 1 2 3 2 8

社 会 福 祉 法 人 19 7 12 5 2 5 7

医 療 法 人 4 1 1 1 1

商工会議所・商工会 14 4 4 4 4

株式会社・有限会社 41 4 6 1 1 1 1 1 4 1

特定非営利活動法人 5 1 1 1 1

そ の 他 58 2 2 2 2

合 計 180 29 41 8 3 4 4 1 2 9 8 31 2

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) 企業立地推進費補助金において、補助対象とならない経費を補助対象投資額としたこと

から、補助金140万1,000円が過大となっていた。 （株式会社アサミ）

(2) 介護従事者確保総合推進事業費補助金において、補助対象経費については、当該事業を

実施するために必要な経費とされているが、当該事業の執行に直接関係のない経費を補助

対象としたことから、補助金 3件、54万8,000円が過大となっていた。

（社会福祉法人雄心会）

(3) 軽費老人ホーム運営費補助金において、補助対象とならない経費を補助対象経費とした

ことから、補助金40万6,038円が過大となっていた。 （社会福祉法人風連爽風会）

(4) 軽費老人ホーム運営費補助金において、補助対象とならない経費を補助対象経費とした

ことから、補助金27万5,135円が過大となっていた。 （社会福祉法人室蘭天照福祉会）

(5) 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32万8,200円が過大となっていた。 （社会福祉法人夕秀会）

(6) 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23万4,000円が過大となっていた。 （社会福祉法人幸照会）

(7) 障害者スポーツ振興事業補助金において、補助事業を実施する経費については、当該事

業を実施するために必要な経費とされているが、当該事業の執行と直接関係のない経費を

補助対象としたことから、補助金25万3,584円が過大となっていた｡

（公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会）

(8) 北海道観光誘致推進事業負担金等において、事業費等の算定を誤ったことから、負

担金23万1,000円が過大となっていた。

また、観光プロモーション推進事業補助金において、補助対象経費の算定を誤ったこ

とから、補助金4,000円が過大となっていた。 （公益社団法人北海道観光振興機構）

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) 子育て支援対策事業費補助金により購入した備品について、当該補助金交付要綱で

は適切な使用及び管理を行わなければならないとされているが、一部の教具について

使用していないものがあった。

(ｲ) 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、補助金が過大となっているものや、補助対象とならない経費を補助対象経

費としているものがあった。
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イ 支出に関するもの

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、また、支給区分を誤って過大に支給しているも

のがあった。

ウ 契約に関するもの

(ｱ) 事務所等の賃貸借契約において、学校法人と理事との利益が相反する事項について

は、理事は代理権を有しないが、賃借人である学校法人理事長が賃貸人である理事長

個人と、契約を締結しているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、固定資産を取得しようとするときは、取得予定価格が限度額未満

である場合などを除き、指名競争入札により契約を行い、契約書を作成することとし

ているが、限度額を定めないまま、随意契約を行い、契約書も作成していないものが

あった。

また、耐用年数が1年以上で、かつ、図書を除き、価格が 3 万円以上のものは、有形固

定資産としなければならないが、固定資産として会計処理していないものがあった。

(ｳ) 団体の規程では、委託料の予定価格は履行期間の長短等を考慮して適正に定めな

ければならないが、委託実施要領において、冬期閉鎖期間の保守点検を不要として

いる施設があるにもかかわらず、通年行うこととして積算したため、契約金額が割

高となっているものがあった。

エ 財産管理に関するもの

道産エネルギー技術開発支援事業補助金において、補助事業により取得した50万円

以上の処分制限財産については、補助事業者は台帳を設け、保管状況を明らかにして

事業終了後も善良なる管理者の注意をもって管理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、当該財産は、第三者が所有し管理する建物に設置されており、補助事業終了

後も第三者が使用可能な状態であったにもかかわらず、保管の取り決めなども行って

いないものがあった。

オ 工事に関するもの

機器類等の更新工事において、団体の規程では、見積りによる設計単価の策定に当

たっては、取引の実例等を考慮した査定を行った上で単価を決定する必要があるが、

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、所定の手続きを行わずに、予算額を超える支出を行っているものがあった。
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(ｲ) 会計帳簿は、複式簿記の原則に従って、正確に記帳しなければならないが、講師

謝金等から源泉徴収した所得税等について、預り金勘定に計上していないものがあ

った。

(ｳ) 決算関係書類は、正確な会計帳簿に基づいて作成することとされているが、他団

体から委託を受けて行った業務に係る収支の一部について、収支決算書に計上して

いないものがあった。

(ｴ) 貸借対照表については、すべての資産、負債等を記載するなど、必要な会計事実

を明瞭に表示するものでなければならないが、未収金として計上すべき額を誤って

いるものや、未払金の計上を行っていないものがあった。

(ｵ) 貸借対照表及び財産目録については、財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示

するものでなければならないが、補助事業により整備した建物について、資産計上

していないものがあった。

(ｶ) 定款に監査役を置くことを定めた場合は、会社法の規定により監査役が監査報告

書を作成し、当該会社は貸借対照表等計算書類とともにこの報告書を本店に5年間、

備え置かなければならないとされているが、これらを行っていないものがあった。

(ｷ) 医療法の規定では、社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年１回、定時社

員総会を開かなければならないが、これを行っていないものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

補助事業者等において、補助金等が過大となっているものがあったことから、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、補助金等の額

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

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。

(1) 道産エネルギー技術開発支援事業補助金において、補助事業により取得した50万円以上

の処分制限財産については、補助事業者は台帳を設け、保管状況を明らかにして事業終了

後も善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

しかし、第三者が所有し管理する建物に設置された財産について、補助事業終了後も第

三者が使用可能な状態であるにもかかわらず、保管の取り決めなども行っていなかったこ

とから、そのような場合の取扱いについて、要領等に定めるなど適切な財産管理が行われ

るよう検討する必要がある。

(2) 機械工業振興事業において、補助事業者は、技術情報誌を定期発行し、この誌面の一部

に会員等の企業広告を掲載して、補助対象経費である情報誌の印刷経費を上回る広告料収

入を得ているが、道は、補助事業の財源として道費補助金以外の収入金がある場合には、

その収入金を控除する旨を告示していないため、当該補助事業に係る収支が補助金額の算

定に十分反映されているとはいえないことから、補助事業における収入金の取扱いについ

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 広尾町農業協同組 平成28年 6月 8日 １ 補助金 13,248,000円

合 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

２ 利子補給 1,075,693円

(1) 農業近代化資金利子補給金

(2) 農業経営負担軽減支援資金利子補給金

2 学校法人函館大谷 平成28年 6月 8日 補助金 218,958,450円

学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(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

(4) 私立高等学校授業料軽減補助金

(5) 私立高等学校管理運営費補助金

(6) 私立高等学校管理運営費補助金 (過疎

区域)

(7) 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 株式会社稚内振興 平成28年 6月 8日 公の施設の管理 49,601,000円

公社 北海道立宗谷ふれあい公園指定管理業務

4 紋別バイオマス発 平成28年 6月 8日 貸付金 3,479,000,000円

電株式会社 地域総合整備資金貸付金

5 佐呂間町農業協同 平成28年 6月 9日 １ 補助金 22,500,000円

組合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 991,001円

(1) 農業経営負担軽減支援資金利子補給金

(2) 農業近代化資金利子補給金

３ 貸付金 35,860,000円

就農支援資金貸付金

6 猿払村漁業協同組 平成28年 6月 9日 １ 利子補給 6,932,412円

合 漁業近代化資金利子補給金

２ 貸付金 53,205,000円

水産加工振興資金貸付金

7 特定非営利活動法 平成28年 6月 9日 公の施設の管理 56,194,000円

人森の仲間たち 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル
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森指定管理業務

8 学校法人南学園 平成28年 6月 9日 補助金 30,176,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

9 中頓別・浜頓別町 平成28年 6月10日 補助金 95,354,559円

森林組合 (1) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(2) 森林環境保全整備事業

10 帯広商工会議所 平成28年 6月10日 補助金 50,159,913円

小規模事業指導推進費補助金

11 遠軽地区森林組合 平成28年 6月10日 補助金 299,635,529円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

12 旭川商工会議所 平成28年 6月15日 補助金 61,104,797円

小規模事業指導推進費補助金

13 山越郡森林組合 平成28年 6月15日 補助金 175,243,430円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

(3) 森林整備担い手対策推進事業

14 学校法人帯広葵学 平成28年 6月15日 補助金 63,549,000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

15 北部桧山森林組合 平成28年 6月16日 補助金 57,644,532円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

16 当麻土地改良区 平成28年 6月16日 補助金 10,962,600円

農地整備事業

17 上士幌町農業協同 平成28年 6月16日 １ 補助金 15,579,000円

組合 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

２ 利子補給 5,237,387円
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農業近代化資金利子補給金

18 美瑛町農業協同組 平成28年 6月17日 １ 補助金 33,000,000円

合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 7,246,652円

(1) 農業近代化資金利子補給金

(2) 農業経営負担軽減支援資金利子補給金

(3) 農家負担軽減支援特別資金利子補給金

３ 貸付金 95,430,000円

就農施設等資金貸付金

19 洞爺湖町商工会 平成28年 6月17日 補助金 22,971,611円

小規模事業指導推進費補助金

20 帯広市川西農業協 平成28年 6月17日 １ 補助金 33,006,000円

同組合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 7,259,353円

(1) 農業近代化資金利子補給金

(2) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子補給金

21 網走商工会議所 平成28年 6月22日 補助金 26,347,759円

小規模事業指導推進費補助金

22 根釧NET・クロエ 平成28年 6月22日 公の施設の管理 103,447,000円

＿コンソーシアム (1) 北海道立青少年体験活動支援施設ネイ

パル厚岸指定管理業務

(2) 北海道立青少年体験活動支援施設ネイ

パル北見指定管理業務

23 学校法人桜岡学園 平成28年 6月22日 補助金 55,353,000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

24 学校法人緑ヶ岡学 平成28年 6月23日 補助金 236,816,110円

園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 私立中学校管理運営費補助金

(3) 私立専修学校等管理運営費補助金

(4) 結核予防費補助金

(5) 介護のしごと魅力アップ推進事業費補

助金

(6) 高等学校等就学支援金

(7) 高等学校等就学支援金事務費補助金
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(8) 私立高等学校授業料軽減補助金

(9) 私立高等学校管理運営費補助金

(10) 私立高等学校管理運営費補助金（過疎

区域）

(11) 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）

25 一般財団法人北方 平成28年 6月23日 公の施設の管理 147,189,000円

文化振興協会 (1) 北海道立オホーツク公園指定管理業務

(2) 北海道立北方民族博物館指定管理業務

26 富良野土地改良区 平成28年 6月23日 １ 補助金 85,713.412円

(1) 農地整備事業

(2) 水利施設整備事業

(3) 農業水利施設保全合理化事業

２ 交付金 4,000,000円

地域づくり総合交付金

27 釧路東森林組合 平成28年 6月24日 補助金 146,555,039円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

28 斜里町農業協同組 平成28年 6月24日 １ 補助金 23,750,000円

合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 31,335円

農業経営負担軽減支援資金利子補給金

29 王子木材緑化株式 平成28年 6月24日 補助金 178,985,964円

会社 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

30 一般財団法人函館 平成28年 6月29日 公の施設の管理 178,604,626円

市住宅都市施設公 (1) 北海道営住宅指定管理業務

社 (2) 北海道立道南四季の杜公園指定管理業

務

31 道南いさりび鉄道 平成28年 6月30日 １ 出資 372,800,000円

株式会社 ～7月1日 ２ 補助金 300,383,749円

(1) 道南いさりび鉄道株式会社初期投資補

助金

(2) 地域情報発信列車整備・運行事業費補
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助金

３ 貸付金 867,496,000円

道南いさりび鉄道株式会社貸付金

４ 損失補償 867,495,000円

道南いさりび鉄道株式会社損失補償金

32 南宗谷森林組合 平成28年 7月 6日 １ 補助金 121,821,709円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

２ 貸付金 13,300,000円

林業・木材産業改善資金貸付金

33 学校法人柏陵学園 平成28年 7月 6日 補助金 30,911,000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

34 標茶町森林組合 平成28年 7月 6日 補助金 201,792,854円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

35 釧路商工会議所 平成28年 7月 7日 補助金 50,157,520円

小規模事業指導推進費補助金

36 中標津町商工会 平成28年 7月 7日 １ 補助金 23,829,163円

小規模事業指導推進費補助金

２ 貸付金 77,200,000円

中小企業高度化資金貸付金

37 上川北部森林組合 平成28年 7月 7日 補助金 148,614,765円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

38 株式会社名寄振興 平成28年 7月 8日 公の施設の管理 52,977,000円

公社 北海道立サンピラーパーク指定管理業務

39 一般財団法人釧路 平成28年 7月 8日 公の施設の管理 69,305,090円

市住宅公社 北海道営住宅指定管理業務
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40 中標津町農業協同 平成28年 7月 8日 １ 補助金 75,562,000円

組合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 50,859円

農家負担軽減支援特別対策自作農維持資

金利子補給金

３ 貸付金 3,213,000円

就農支援資金貸付金

41 株式会社中標津都 平成28年 7月12日 公の施設の管理 52,829,000円

市施設管理センタ 北海道立ゆめの森公園指定管理業務

ー

42 渡辺建設工業株式 平成28年 7月13日 公の施設の管理 17,366,741円

会社 北海道営住宅指定管理業務

43 学校法人函館カト 平成28年 7月13日 補助金 94,323,000円

リック学園 私立幼稚園管理運営費補助金

44 十勝池田町農業協 平成28年 7月13日 １ 補助金 28,543,600円

同組合 農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 531,904円

(1) 農業近代化資金利子補給金

(2) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子補給金

45 緑と観光のジョイ 平成28年 7月13日 公の施設の管理 45,850,000円

グループ 北海道立オホーツク流氷公園指定管理業務

46 別海町森林組合 平成28年 7月14日 補助金 72,399,304円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

47 新函館農業協同組 平成28年 7月14日 １ 補助金 50,606,405円

合 (1) 農業基盤整備促進事業

(2) 消費・安全対策事業

２ 利子補給 4,217,930円

(1) 農業経営負担軽減支援資金利子補給金

(2) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子補給金

(3) 農業近代化資金利子補給金

３ 貸付金 137,041,000円
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(1) 就農支援資金貸付金

(2) 農業改良資金貸付金

48 特定非営利活動法 平成28年 7月14日 公の施設の管理 60,663,000円

人あしょろ観光協 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル

会 足寄指定管理業務

49 公益財団法人オホ 平成28年 7月14日 公の施設の管理 80,208,000円

ーツク生活文化振 北海道立オホーツク流氷科学センター指定

興財団 管理業務

50 公益財団法人函館 平成28年 7月15日 １ 出資 918,000,000円

地域産業振興財団 ２ 補助金 24,172,452円

(1) 地域ものづくり産業力強化事業

(2) 函館地域産業振興財団補助事業

３ 公の施設の管理 21,311,000円

北海道立工業技術センター指定管理業務

51 一般財団法人十勝 平成28年 7月15日 公の施設の管理 40,347,000円

エコロジーパーク 北海道立十勝エコロジーパーク指定管理業

財団 務

52 ルベシベ木材工業 平成28年 7月15日 １ 補助金 102,500,000円

株式会社 (1) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(2) 森林整備加速化・林業再生事業

２ 貸付金 25,000,000円

林業・木材産業改善資金貸付金

53 北見広域森林組合 平成28年 7月20日 補助金 291,874,650円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

54 十勝広域森林組合 平成28年 7月20日 １ 補助金 222,463,602円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

２ 貸付金 10,000,000円

林業・木材産業改善資金貸付金
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55 大雪土地改良区 平成28年 7月20日 補助金 43,333,110円

(1) 農地整備事業

(2) 土地改良区総合強化対策事業

56 社会福祉法人福寿 平成28年 7月21日 １ 補助金 33,424,142円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 272,500円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

57 津別町商工会 平成28年 7月21日 補助金 15,965,737円

小規模事業指導推進費補助金

58 くしろ西森林組合 平成28年 7月21日 補助金 121,463,339円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

(3) 森林保護事業

59 公益財団法人北見 平成28年 7月22日 公の施設の管理 56,920,000円

市体育協会 北海道立北見体育センター指定管理業務

60 北海道ニッタ株式 平成28年 7月22日 補助金 110,534,222円

会社 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

61 美瑛町森林組合 平成28年 7月22日 １ 補助金 226,126,100円

(1) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(2) 森林環境保全整備事業

２ 交付金 1,540,000円

地域づくり総合交付金

62 一般財団法人北海 平成28年 7月25日 １ 出資 200,000,000円

道勤労者信用基金 ２ 損失補償 532,358円

協会 北海道勤労者信用基金協会損失補償金

63 公益財団法人北海 平成28年 7月25日 １ 出資 339,500,000円

道農業公社 ２ 補助金 3,150,554,185円

(1) 北海道農業担い手育成センター事業

(2) 北海道就農支援資金償還免除事業

(3) 海外農業青年交流促進事業

(4) 青年就農給付金事業
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(5) 農地中間管理機構事業

(6) 農地売買支援事業

(7) 農地保有合理化促進事業

(8) 農場リース円滑化事業

(9) 強い農業づくり事業

(10) 畜産担い手育成総合整備事業（再編整

備型）

(11) 畜産担い手育成総合整備事業等円滑化

対策補助金

(12) 農業基盤整備促進事業

３ 負担金 22,957,000円

北海道農業公社担い手育成会費負担金

４ 貸付金 3,785,893,030円

(1) 農地保有合理化促進対策資金貸付金

(2) 就農支援資金貸付金

64 北海道信用保証協 平成28年 7月25日 １ 出資 12,345,046,000円

会 ２ 利子補給 155,217円

北海道信用保証協会保証料補給金

３ 損失補償 459,071,850円

北海道信用保証協会損失補償金

65 北海道土地開発公 平成28年 7月25日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 3,761,670円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,499,304,769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 30,837,115,913円

66 公益財団法人北海 平成28年 7月25日 １ 出資 5,000,000円

道中小企業総合支 ２ 補助金 268,522,432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) 中小企業競争力強化促進事業費補助金

(3) 中小企業競争力強化促進費補助金

(4) 設備導入資金貸付事業事務費事業

(5) 北海道中小企業総合支援センター補助

金

３ 貸付金 11,923,478,810円

(1) 事業化資金貸付事業
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(2) 設備資金貸付事業

(3) 設備貸与事業

(4) 北海道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

(7) 小規模事業者等設備貸与事業（貸与事

業）

(8) 小規模事業者等貸与事業（基金事業）

67 地方独立行政法人 平成28年6月1日、 １ 出資 25,425,696,000円

北海道立総合研究 2日、3日、6日、7 ２ 補助金 282,072,807円

機構 月13日、8月8日～ (1) 地方独立行政法人北海道立総合研究機

10日 構施設整備等補助金

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

(3) 循環資源利用促進重点課題研究開発事

業費補助金

３ 交付金 12,865,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

68 留萌北部森林組合 平成28年 8月23日 補助金 154,001,716円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

69 株式会社スポート 平成28年 8月24日 公の施設の管理 72,801,000円

ピア 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル

深川指定管理業務

70 小樽商工会議所 平成28年 9月 5日 補助金 42,107,359円

小規模事業指導推進費補助金

71 北海道公立大学法 平成28年9月6日～ １ 出資 34,585,130,000円

人札幌医科大学 8日 ２ 補助金 610,593,800円

(1) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設

整備等事業費補助金

(2) 医学生地域医療体験学習支援事業費補

助金

(3) 北海道緊急時医療活動施設整備事業費

補助金

(4) がん診療連携拠点病院機能強化事業費
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補助金

(5) 防災訓練等参加事業費補助金

(6) 子どもをもつ医師の就労環境整備事業

費補助金

(7) 遠隔医療促進モデル事業費補助金

(8) 小児救命救急医療体制整備支援事業費

補助金

(9) 専門医認定支援事業費補助金

(10) 新人看護職員研修支援事業費補助金

３ 交付金 5,976,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費

交付金

４ 負担金 67,000,000円

(1) 道民医療推進学講座負担金

(2) 南檜山周産期環境研究講座負担金

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

72 北海道高速鉄道開 平成28年 9月 6日 出資 3,266,700,000円

発株式会社

73 札幌商工会議所 平成28年 9月 7日 補助金 220,501,551円

小規模事業指導推進費補助金

74 一般財団法人北海 平成28年 9月 7日 出資 30,000,000円

道公営企業振興協

会

75 稚内商工会議所 平成28年 9月 7日 補助金 24,868,835円

小規模事業指導推進費補助金

76 特定非営利活動法 平成28年 9月 8日 補助金 57,248,000円

人若草友の会共同 社会福祉施設整備費補助金

作業所

77 公益財団法人北海 平成28年 9月 8日 出資 2,000,000,000円

道健康づくり財団

78 一般社団法人北海 平成28年 9月 8日 出資 2,234,935,583円

道産炭地域振興セ

ンター
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79 公益財団法人アイ 平成28年 9月13日 １ 出資 90,000,000円

ヌ文化振興・研究 ２ 補助金 311,203,000円

推進機構 アイヌ文化振興・研究推進機構事業費補

助金

80 公益財団法人北海 平成28年 9月13日 １ 出資 3,000,000円

道障がい者スポー ２ 補助金 42,625,000円

ツ協会 障がい者スポーツ振興事業

81 株式会社ネオリサ 平成28年 9月14日 補助金 22,865,000円

イクル 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

82 株式会社北海道畜 平成28年 9月14日 補助金 2,782,060,000円

産公社 (1) 強い農業づくり事業費補助金

(2) 消費・安全対策事業費補助金

83 社会福祉法人函館 平成28年 9月14日 補助金 86,010,124円

厚生院 (1) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

(2) 看護職員養成施設運営支援事業費補助

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

(4) 総合周産期母子医療センター運営事業

(5) 救急勤務医・産科医等確保支援事業費

補助金

(6) 患者情報共有ネットワーク構築事業

(7) 軽費老人ホーム運営費補助金

(8) 児童養護施設等の多様な体験活動提供

臨時支援事業費補助金

(9) がん診療連携拠点病院機能強化事業

84 日高町商工会 平成28年 9月14日 １ 補助金 28,449,042円

小規模事業指導推進費補助金

２ 貸付金 15,852,000円

中小企業高度化資金貸付金

85 浦河商工会議所 平成28年 9月15日 補助金 16,387,520円

小規模事業指導推進費補助金

86 社会福祉法人雄心 平成28年 9月15日 補助金 2,900,000円

会 介護従事者確保総合推進事業費補助金
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87 社会福祉法人幸清 平成28年 9月16日 １ 補助金 247,580,524円

会 (1) 介護サービス提供基盤等整備事業（施

設開設準備経費等支援事業）

(2) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(3) 軽費老人ホーム運営費補助金

(4) 介護関係職員医療連携支援事業補助金

(5) 介護従事者確保総合推進事業費補助金

２ 利子補給 108,000円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

88 公益社団法人北海 平成28年10月 5日 出資 25,000,000円

道家畜畜産物衛生

指導協会

89 石塚建設興業株式 平成28年10月 5日 公の施設の管理 10,511,841円

会社 北海道営住宅指定管理業務

90 未来創電斜里小清 平成28年10月 5日 補助金 100,000,000円

水株式会社 企業立地促進費補助金

91 公益社団法人北海 平成28年10月 6日 出資 1,000,000,000円

道馬鈴しょ生産安

定基金協会

92 浜頓別町建設廃材 平成28年10月 6日 補助金 21,750,000円

処理協同組合 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

93 有限会社藤原工産 平成28年10月 6日 公の施設の管理 69,056,760円

北海道営住宅指定管理業務

94 社会福祉法人雨竜 平成28年10月 7日 補助金 35,015,645円

ことぶき会 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 結核予防費補助金

95 特定非営利活動法 平成28年10月 7日 補助金 1,787,000円

人日本医療福祉介 介護従事者確保総合推進事業費補助金

護協会

96 社会福祉法人いち 平成28年10月11日 補助金 246,488,405円

はつの会 (1) 介護関係職員医療連携支援事業費補助

金

(2) 軽費老人ホーム運営費補助金

(3) 老人福祉施設等整備事業費補助金
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97 恵庭商工会議所 平成28年10月12日 補助金 33,044,391円

小規模事業指導推進費補助金

98 とんがりロード広 平成28年10月12日 交付金 13,500,000円

域連携推進協議会 地域づくり総合交付金

99 社会福祉法人べつ 平成28年10月12日 １ 補助金 405,131,000円

かい柏の実会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

(3) 介護関係職員医療連携支援事業費補助

金

２ 利子補給 216,718円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

100 日本アスパラガス 平成28年10月12日 補助金 41,982,000円

株式会社 企業立地促進費補助金

101 別海町 平成28年10月13日 補助金 702,941,000円

(1) 畜産競争力強化対策整備事業補助金

(2) 畜産競争力強化対策緊急整備事業補助

金

102 倶知安林産協同組 平成28年10月13日 補助金 251,118,156円

合 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

103 株式会社津田組 平成28年10月13日 補助金 18,160,000円

(1) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(2) 森林整備担い手対策推進事業費補助金

104 新ひだか町鳥獣被 平成28年10月14日 補助金 82,504,976円

害防止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

105 公益財団法人新千 平成28年10月14日 １ 出資 27,000,000円

歳空港周辺環境整 ２ 補助金 44,280,100円

備財団 (1) 公益財団法人新千歳空港周辺環境整備

財団運営事業費補助金

(2) 公益財団法人新千歳空港周辺地域振興

基金運用益見合補助金
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(3) 住宅防音対策助成事業費補助金

106 中標津町外２町葬 平成28年10月14日 交付金 89,791,200円

斎組合 地域づくり総合交付金

107 有限会社ＩＦＦ 平成28年10月14日 補助金 41,578,291円

(1) 森林整備加速化・林業再生総合対策事

業

(2) 森林環境保全整備事業

108 石狩商工会議所 平成28年10月17日 補助金 29,652,500円

小規模事業指導推進費補助金

109 社会福祉法人北海 平成28年10月18日 補助金 252,000円

道ハピニス 介護関係職員医療連携支援事業費補助金

110 社会福祉法人緑星 平成28年10月18日 １ 補助金 36,712,800円

の里 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 34,998円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

111 社会福祉法人陽樹 平成28年10月18日 補助金 135,574,944円

会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 軽費老人ホーム運営費補助金

(3) 結核予防費補助金

112 標津町 平成28年10月18日 補助金 72,154,000円

畜産競争力強化対策整備事業補助金

113 株式会社苫東 平成28年10月18日 出資 14,858,000,000円

114 中標津町 平成28年10月19日 補助金 72,695,000円

畜産競争力強化対策整備事業補助金

115 根室生産農業協同 平成28年10月20日 補助金 2,406,000円

組合連合会 消費・安全対策事業補助金

116 三印三浦水産株式 平成28年10月31日 補助金 33,006,000円

会社 企業立地促進費補助金

117 鷹栖町廃棄物再資 平成28年10月31日 補助金 11,318,400円

源化推進協議会 「一村一エネ」事業費補助金
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118 株式会社北海道サ 平成28年10月31日 補助金 64,613,000円

ニックス環境 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

119 株式会社クロダリ 平成28年11月 1日 補助金 100,186,000円

サイクル 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

120 国立大学法人旭川 平成28年11月 1日 １ 補助金 18,323,000円

医科大学 (1) 遠隔医療促進モデル事業費補助金

(2) 防災訓練等参加事業費補助金

(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

(4) 医学生地域医療体験学習支援事業費補

助金

(5) 救急勤務医・産科医等確保支援事業費

補助金

(6) 産科医・小児科医養成支援特別対策事

業費補助金

(7) 子どもをもつ医師の就労環境整備事業

費補助金

(8) 女性医師等就労環境改善緊急対策事業

費補助金

２ 負担金 47,000,000円

寄付講座の設置

121 社会福祉法人陵雲 平成28年11月 1日 補助金 200,978,000円

厚生会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

122 ライラック・フー 平成28年11月 2日 補助金 26,088,000円

ズ株式会社 (1) 企業立地促進費補助金

(2) 循環資源利用促進施設設備整備費補助

金

123 株式会社ハルキ 平成28年11月 2日 補助金 35,164,304円

森林整備加速化・林業再生総合対策事業

124 株式会社かみふら 平成28年11月 2日 補助金 41,110,000円

の工房 企業立地促進費補助金

125 音更バイオディー 平成28年11月 8日 補助金 16,100,000円

ゼル燃料導入促進 「一村一エネ」事業費補助金
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コンソーシアム

126 社会福祉法人士幌 平成28年11月 9日 補助金 36,785,320円

愛風会 軽費老人ホーム運営費補助金

127 アライ地所株式会 平成28年11月 9日 公の施設の管理 70,327,485円

社 北海道営住宅指定管理業務

128 有限会社厚岸清掃 平成28年11月 9日 補助金 15,750,000円

社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

129 公益財団法人とか 平成28年11月10日 １ 出資 600,000,000円

ち財団 ２ 補助金 35,241,000円

(1) 地域食品加工技術センター運営事業費

補助金

(2) 地域のものづくり産業力強化対策事業

費補助金

３ 貸付金 461,560,000円

中小企業高度化資金貸付金

４ 公の施設の管理 29,076,000円

十勝圏地域食品加工技術センター指定管

理業務

130 社会福祉法人夕秀 平成28年11月10日 １ 補助金 32,644,452円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 179,998円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

131 特定非営利活動法 平成28年11月11日 補助金 19,088,000円

人くしろ・ぴーぷ 社会福祉施設整備費補助金

る

132 社会福祉法人幸照 平成28年11月11日 補助金 33,369,200円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

133 株式会社ホリ 平成28年11月11日 補助金 55,090,000円

企業立地促進費補助金

134 北海道開拓おかき 平成28年11月11日 補助金 20,000,000円

コジェネ・コンソ 「一村一エネ」事業費補助金

ーシアム

135 苫小牧バイオマス 平成28年11月16日 補助金 266,420,658円
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発電株式会社 森林整備加速化・林業再生総合対策事業

136 株式会社厚友会 平成28年11月16日 補助金 135,000,000円

森林整備加速化・林業再生総合対策事業

137 函館市新幹線開業 平成28年11月16日 交付金 26,500,000円

記念イベント実行 地域づくり総合交付金

委員会

138 社会福祉法人室蘭 平成28年11月17日 補助金 63,693,600円

天照福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

139 Ｏ＆Ｒ名寄建物コ 平成28年11月17日 公の施設の管理 11,609,379円

ンソーシアム 北海道営住宅指定管理業務

140 北海殖産株式会社 平成28年11月17日 補助金 1,625,000円

森林整備加速化・林業再生総合対策事業

141 白老町 平成28年11月18日 補助金 137,250,000円

林業･木材産業構造改革事業費補助金

142 社会福祉法人風連 平成28年11月18日 １ 補助金 37,373,062円

爽風会 軽費老人ホーム運営費補助金

２ 利子補給 22,498円

民間社会福祉施設整備資金利子補給金

143 株式会社古清商店 平成28年11月18日 補助金 56,783,000円

企業立地促進費補助金

144 学校法人富士学園 平成28年12月 6日 補助金 48,163,000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

145 学校法人二番通福 平成28年12月 6日 補助金 32,009,000円

音学園 (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

146 篠津中央土地改良 平成28年12月 7日 補助金 111,162,787円

区 (1) 農業基盤整備促進事業

(2) 土地改良施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対

策事業費補助金

(3) 農地整備事業

(4) 農地集積促進事業費補助金
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147 パッシブホーム株 平成28年12月 7日 補助金 7,643,000円

式会社 道産エネルギー技術開発支援事業補助金

148 新えべつ土地改良 平成28年12月 8日 補助金 54,704,000円

区 (1) 土地改良区総合強化対策事業費補助金

(2) 農業基盤整備促進事業

149 石狩市森林組合 平成28年12月 9日 補助金 98,502,012円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林整備加速化･林業再生総合対策事

業

150 株式会社北海道日 平成28年12月13日 補助金 10,000,000円

立 道産エネルギー技術開発支援事業費補助金

151 医療法人北晨会 平成28年12月14日 補助金 11,873,000円

(1) 短時間正規雇用支援事業費補助金

(2) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(3) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

152 一般財団法人北海 平成28年12月15日 公の施設の管理 599,921,127円

道住宅管理公社 北海道営住宅指定管理業務

153 学校法人リズム学 平成28年12月16日 補助金 47,532,000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

154 公益財団法人北海 平成28年12月16日 公の施設の管理 113,848,000円

道埋蔵文化財セン 北海道立埋蔵文化財センター指定管理業務

ター

155 音更町土地改良区 平成28年12月20日 補助金 1,917,000円

管理省力化施設整備事業補助金

156 音更町 平成28年12月21日 補助金 12,117,600円

管理省力化施設整備事業補助金

157 北海道住宅供給公 平成29年 1月11日 １ 出資 24,000,000円

社 ～12日 ２ 負担金 1,200,022円

地方職員共済組合団体共済部負担金
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３ 貸付金 27,951,000,000円

北海道住宅供給公社事業運営資金

158 北海道職業能力開 平成29年 1月13日 １ 補助金 36,802,000円

発協会 技能検定試験等実施事業費補助金

２ 公の施設の管理 4,735,000円

北海道立職業能力開発支援センター指定

管理業務

159 社会医療法人医仁 平成29年 1月13日 補助金 20,146,000円

会 (1) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(2) 看護職員養成施設運営支援事業費補助

金

(3) 看護師等養成所養成力向上支援事業費

補助金

160 公益社団法人北海 平成29年 1月16日 １ 補助金 66,382,000円

道観光振興機構 ～18日 観光プロモーション推進事業補助金

２ 負担金 1,132,749,000円

(1) 北海道観光通年化対策事業負担金

(2) 観光客増大に向けた北海道ブランド力

調査事業負担金

(3) 着地型観光魅力づくり推進事業負担金

(4) 観光商品づくり開発コンペ事業負担金

(5) 北海道観光誘致推進事業負担金

(6) 魅力ある北海道観光情報発信事業負担

金

(7) 体験型観光持続化促進事業負担金

(8) 北海道教育旅行活性化事業負担金

(9) 閑散期誘客拡大事業負担金

(10) 観光映像発信強化事業負担金

(11) 北海道ＬＯＶＥＲＳ拡大推進事業負担

金

(12) 地域連携国際観光ルート創出事業負担

金

(13) 北海道観光成熟市場誘客促進事業負担

金

(14) チャーター便造成インバウンド誘致促

進事業負担金

(15) 北海道クロスメディア観光プロモーシ

ョン事業負担金

(16) 北海道ＭＩＣＥ環境魅力アップ対策事
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業負担金

(17) 北海道観光成長市場開拓促進事業負担

金

(18) コンベンション誘致促進事業負担金

(19) ミラノ国際博覧会活用観光振興事業負

担金

(20) 国際観光新商品開発・販売促進事業負

担金

(21) 北海道新幹線開業戦略推進費負担金

(22) 北海道新幹線開業等の効果を活かした

誘客促進事業負担金

(23) 北海道新幹線開業対策観光地づくり緊

急支援事業負担金

(24) おもてなし力強化事業負担金

(25) バリアフリー観光受入体制整備事業負

担金

(26) 災害に強い観光地づくり事業負担金

(27) 北海道旅行需要喚起事業負担金

(28) 実践的インバウンドおもてなし人材育

成事業負担金

161 医療法人徳洲会 平成29年 1月19日 補助金 15,176,000円

(1) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(2) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

162 学校法人清光学園 平成29年 1月19日 補助金 43,121,000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

163 学校法人北海道ル 平成29年 1月20日 補助金 72,089,000円

ーテル学園 私立幼稚園管理運営費補助金

164 社会福祉法人北光 平成29年 1月23日 補助金 33,852,000円

社ふくじゅ園 (1) 社会福祉施設整備費補助金

(2) 児童養護施設等の多様な体験活動提供

臨時支援事業費補助金

(3) 児童養護施設等における学習環境改善

事業費補助金

165 学校法人聖主学園 平成29年 1月23日 補助金 71,633,000円

(1) 私立幼稚園管理運営費補助金
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(2) 子育て支援対策事業費補助金

166 北海道ゼオライト 平成29年 1月24日 補助金 30,350,000円

株式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

167 社会福祉法人明日 平成29年 1月24日 補助金 49,680,000円

佳 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金

168 ＩＭＣソーラー株 平成29年 2月 7日 貸付金 701,900,000円

式会社 中小企業高度化資金貸付金

169 株式会社共栄燃産 平成29年 2月 7日 補助金 31,720,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

170 北海道木材産業協 平成29年 2月 8日 補助金 22,956,000円

同組合連合会 地域材活用住宅等リフォーム促進事業費補

助金

171 学校法人北海大谷 平成29年 2月 8日 補助金 57,679,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

172 北海道中学校体育 平成29年 2月 9日 補助金 24,402,000円

連盟 (1) 学校スポーツ振興事業費補助金

(2) 各種スポーツ大会開催事業費補助金

173 一般社団法人北海 平成29年 2月10日 補助金 12,881,645円

道機械工業会 (1) 機械工業振興事業

(2) 参入支援チーム活動促進事業

174 学校法人札幌塩原 平成29年 2月10日 補助金 34,108,000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

175 医療法人社団静和 平成29年 2月14日 補助金 13,768,000円

会 (1) 看護職員養成施設運営支援事業費補助

金

(2) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

176 学校法人美専学園 平成29年 2月14日 補助金 17,314,000円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 看護師等養成所養成力向上支援事業費

補助金
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177 株式会社厚田市民 平成29年 2月15日 補助金 59,718,000円

風力発電 企業立地促進費補助金

178 昭和マテリアル株 平成29年 2月15日 補助金 36,250,000円

式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

179 株式会社アサミ 平成29年 2月17日 補助金 59,577,000円

企業立地促進費補助金

180 社会福祉法人博栄 平成29年 2月17日 補助金 49,680,000円

会 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金


