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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28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行っている団体、資本金等の 4 分の 1以上を出資している団

体、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、149

団体について、平成29年 6月から平成30年 2 月までの間に実施した。

今年度については、道の財政的援助等に係る額や比率が高い団体、経常経費を援助するな

ど道の関与が高い団体などを選定し、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、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28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ける補助事業者等が、コンソーシアム（共同事業

体）、特定非営利活動法人、任意団体、出資団体の場合、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 13 4 5 1 1 2 1 5

社 団 法 人 注2 7

学 校 法 人 27 8 10 1 1 2 5 1 9

社 会 福 祉 法 人 17 2 2 1 1 1

医 療 法 人 4

商工会議所・商工会 4

株式会社・有限会社 25 2 2 2 2

特定非営利活動法人 3 1 1 1 1

そ の 他 49 4 9 2 1 1 2 1 1 6 1

合 計 149 21 29 3 3 2 4 2 3 8 2 24 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) 循環資源利用促進重点課題研究開発事業費補助金において、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２２万８,０００円が過大となっていた。

（地方独立行政法人北海道立総合研究機構）

(2) 団体が北海道から譲与を受けて保有する特許権について、これを維持するための特許料

を納付しなかったことから権利が消滅しているものがあった。

（地方独立行政法人北海道立総合研究機構）

(3) 学校法人は、財務計算に関する書類については、財政及び経営の状況について真実な内

容を表示しなければならないが、資金収支計算書等の決算額が総勘定元帳などの金額と一

致していないものや貸借対照表に計上している資産、負債等を資金収支計算書の関連科目

に計上していないもの、また、固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するものに

ついては、減価償却を行わなければならないが、これを行っていないものがあり、会計処

理が不適切なものとなっていた。 （学校法人釧路商専学園）

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) 補助事業の執行において、当該年度中に使う予定がないボランティア事業に使用す

る物品の購入経費を補助対象経費に算入しているものがあった。

(ｲ) 高等学校等就学支援金の支給事務において、高等学校等の設置者は、生徒から提出

のあった保護者等の課税証明書等の内容を確認することにより、支給額を算定しなけ

ればならないが、算定の基礎とすべき年度とは異なる年度の課税証明書により支給額

を算定したことから、生徒が受給すべき就学支援金が過少となっているものがあった。

(ｳ) 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、入居者からの徴収額を誤っているものがあった。

イ 支出に関するもの

(ｱ) 指定管理業務において、団体では、水泳プール水質検査業務を委託しているにもか

かわらず、当該検査の一部を他の業者と契約し、検査費用を支払っているものがあっ

た。

(ｲ) 団体の規程では、航空機を利用する旅行において、旅費請求書には、航空賃の支払

を証明するに足り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

等を添付する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。
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ウ 契約に関するもの

(ｱ) 指定管理業務を行う施設のトレーニング室の業務委託において、団体の規程では、

予定価格が１００万円以上である場合には、予定価格調書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。

(ｲ) 指定管理業務において、団体の規程では、契約を締結する者から、契約保証金を納

める必要がないと認められる場合を除き、契約金額の１００分の１０以上を納めさせ

なければならないが、特段の理由なく、これを免除しているものがあった。

また、団体では、清掃業務委託契約に係る予定価格の積算について、清掃員の人数

を誤ったことなどから、予定価格が過大となっているものがあった。

(ｳ) 社会福祉施設等施設整備事業に係る工事契約において、団体の入札公告では、契約

保証金を納付させ、又はこれに代わる担保を提供させなければならないが、これが行

われていないにもかかわらず契約を締結しているものがあった。

(ｴ) 団体の規程では、物品賃貸借契約において、納品が行われたときは、その給付の完

了の確認をするため必要な検査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。

エ 財産管理に関するもの

(ｱ) 団体の規程では、収納した現金は直ちに銀行等に預け入れなければならないが、こ

れを適切に行っていないものがあった。

また、１０万円を限度として手元に現金を置くことが出来るとされているが、これ

を超えて恒常的に多額の現金を保管しているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、保有する金銭については、園長が保管しなければならないとされ

ているが、園長以外の者が保管しているものがあった。

オ 工事に関するもの

(ｱ) 家畜保護施設の建築工事において、水道管の分岐工事費に係る単価を見積により策

定するに当たり、団体の規程では、前年度の実勢価格や類似品による査定が困難な場

合は、見積価格の詳細を確認し、協議を行った上で査定方法を決定し単価を策定する

必要があるが、これを行っていないものがあった。

(ｲ) 屋根改修工事において、団体の規程では、施工内容を追加して工事を行う場合には、

設計変更の手続きを行い、契約変更後に着手しなければならないが、これ以前に着手

しており、事務処理が適切でないものがあった。

(ｳ) 空調機更新工事において、機器類の積算に当たり、団体の規程では、見積りにより

単価を徴収する場合は、あらかじめ所属長の決裁を得て書面により見積依頼を行う必

要があるが、これらを行わずに見積単価を徴収しており、事務処理が適切でないもの

があった。
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カ その他団体の経理に関するもの

(ｱ) 団体の寄付行為等では、予算及び事業計画については、あらかじめ評議員会の意見

を聞いて、毎会計年度開始前に理事会の議決を得なければならないが、年度開始後に

議決しているものがあった。

また、決算及び事業の実績などについては、毎会計年度終了後２箇月以内に理事会

や評議員会に、提出、報告などを行わなければならないが、年度終了前や２箇月経過

後にこれを行っているものがあった。

さらに、監事による監査報告については、決算承認前に理事会及び評議員会に提出

しなければならないが、決算承認後に行われているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、予算に関することは総会の議決を得た上で、すべての収入及び支

出は、予算に基づいて処理することとされているが、鳥獣被害防止総合対策事業補助

金の変更申請に係る補正分については、総会の議決が行われないまま、支出が行われ

ているものがあった。

また、予算の議決がないにもかかわらず、議決証明のある事業予算書を添付して、

補助金の申請を行っているものがあった。

(ｳ) 補助金において、補助対象事業により取得した財産を担保に供しようとするときは

あらかじめ知事等の承認を受けなければならないが、この手続を行っていないものが

あった。

(ｴ) 団体の規程では、資金の借入を行う場合は、あらかじめ理事会の承認が必要とされ

ているが、これを得ずに借り入れを行っているものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

補助事業者等において、補助金等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) 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金において、当該事業により取得した財産につ

いては、効率的な運用を図らなければならないが、交付基準額の算定に用いる介護施設等

の定員数を超える購入備品について、補助対象経費として計上されているにもかかわらず

使用されずに保管されたままとなっていたことから、定員数に見合った備品整備の基準を

明確にするよう検討する必要がある。

(2) 鳥獣被害防止総合対策事業補助金において、補助対象者である協議会の要件について

は、代表者の定めがあり、かつ、協議会としての意思決定の方法、事務処理及び会計処理

の方法及び責任者、財産の管理方法、公印の管理及び公印の使用の方法及び責任者、内部

監査の方法を明確にした組織の運営等に係る内容が記載された規約が定められていること

とされているが、上記全ての内容を網羅的に定めていない協議会があることから、北海道

告示等で示している協議会として定める事項について、適切な規約内容となるような方策

を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 一般財団法人北海 平成29年 6月 1日 公の施設の管理 345,748,000円

道歴史文化財団 北海道立総合博物館指定管理業務

2 公益財団法人北海 平成29年 6月 1日 １ 補助金 24,614,000円

道地域活動振興協 地域活動推進事業費補助金

会 ２ 公の施設の管理 27,155,100円

北海道立市民活動促進センター指定管理

業務

3 公益財団法人北海 平成29年 6月 2日 出資 1,021,717,000円

道暴力追放センタ

ー

4 一般社団法人北海 平成29年 6月 2日 １ 補助金 14,150,000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 132,901,961円

北海道立消費生活センター指定管理業務

5 日動・日本管財共 平成29年 6月 2日 公の施設の管理 77,628,187円

同連合体 北海道営住宅指定管理業務

6 南しりべし森林組 平成29年 6月 8日 １ 補助金 187,683,597円

合 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 合板・製材生産性強化対策事業

２ 貸付金 3,960,000円

林業・木材産業改善資金貸付金

7 ニセコ環境株式会 平成29年 6月 9日 補助金 49,833,000円

社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

8 当麻町森林組合 平成29年 6月13日 １ 補助金 18,756,936円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 北海道次世代木材生産・供給システム

構築事業

２ 貸付金 20,000,000円

林業・木材産業改善資金貸付金

9 株式会社デジタラ 平成29年 6月14日 補助金 15,144,000円



- 7 -

イズ 企業立地促進費補助金

10 学校法人中標津ひ 平成29年 6月14日 補助金 53,591,000円

かり学園 (1) 私立幼稚園管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

11 社会福祉法人あし 平成29年 6月15日 補助金 41,901,159円

ょろ敬愛会 軽費老人ホーム運営費補助金

12 学校法人音更共栄 平成29年 6月16日 補助金 19,728,000円

台学園 私立幼稚園管理運営費補助金

13 株式会社カネヨ木 平成29年 6月16日 補助金 21,000,000円

材 合板・製材生産性強化対策事業

14 社会福祉法人北見 平成29年 6月21日 補助金 36,891,007円

有愛会 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 民間社会福祉施設整備資金利子補給金

15 公益財団法人北海 平成29年 6月21日 １ 補助金 4,281,000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 20,401,000円

北海道立女性プラザ指定管理業務

16 社会福祉法人網走 平成29年 6月22日 補助金 189,600,000円

福祉協会 (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

17 学校法人恭敬学園 平成29年 6月22日 補助金 229,283,291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

18 株式会社デンソー 平成29年 6月23日 補助金 245,779,000円

北海道 企業立地促進費補助金

19 公益財団法人北海 平成29年 6月27日 １ 補助金 154,186,954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（スポーツ競技

力向上推進費）

(3) スポーツ活動推進事業（北のスポーツ

王国推進事業費）

(4) スポーツ活動推進事業（スポーツ団体
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活動費）

２ 公の施設の管理 325,922,000円

北海道立総合体育センター指定管理業務

20 公益財団法人北海 平成29年 6月27日 公の施設の管理 140,483,000円

道文学館 北海道立文学館指定管理業務

21 北海道日本型直接 平成29年 6月28日 補助金 138,900,000円

支払推進協議会 (1) 北海道多面的機能支払事業（推進活動

支援事業）

(2) 北海道中山間地域等直接支払推進事業

22 公益財団法人北海 平成29年 6月28日 １ 出資 100,000,000円

道地域医療振興財 ２ 補助金 23,125,000円

団 地域医療対策支援事業費補助金

23 株式会社三光産業 平成29年 6月29日 補助金 21,133,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

24 株式会社彩香 平成29年 6月29日 補助金 98,929,000円

企業立地促進費補助金

25 一般財団法人北海 平成29年 7月 3日 公の施設の管理 187,837,578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

26 一般財団法人道民 平成29年 7月 3日 公の施設の管理 251,690,000円

活動振興センター 北海道立道民活動センター指定管理業務

27 社会福祉法人サロ 平成29年 7月 4日 補助金 24,347,342円

マ福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

28 特定非営利活動法 平成29年 7月 5日 補助金 723,000円

人南宗谷ひだまり 介護従事者確保総合推進事業費補助金

の会

29 きたみ市商工会 平成29年 7月 5日 補助金 19,364,557円

小規模事業指導推進費補助金

30 学校法人枝幸幼稚 平成29年 7月 6日 補助金 15,146,000円

園 私立幼稚園管理運営費補助金
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31 社会福祉法人治恵 平成29年 7月 6日 補助金 21,735,000円

会 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金

32 学校法人旭川カト 平成29年 7月 7日 補助金 190,586,000円

リック学園 (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

33 ＮＴＴ北海道グル 平成29年 7月12日 公の施設の管理 121,161,000円

ープ共同事業体 北海道立釧路芸術館指定管理業務

34 地中熱活用による 平成29年 7月12日 補助金 18,799,000円

仔牛育成コンソー 「一村一エネ」事業費補助金

シアム

35 学校法人葵学園 平成29年 7月12日 補助金 24,077,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

36 学校法人英進学園 平成29年 7月13日 補助金 25,938,000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

37 厚岸町野生鳥獣被 平成29年 7月13日 １ 補助金 17,923,621円

害対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

２ 交付金 450,000円

地域づくり総合交付金

38 学校法人函館大妻 平成29年 7月13日 補助金 298,795,148円

学園 (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) 高等学校等就学支援金

(5) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(6) 私立高等学校授業料軽減補助金

39 株式会社エコパワ 平成29年 7月14日 補助金 50,000,000円

ーＪＰ 企業立地促進費補助金

40 学校法人釧路誠和 平成29年 7月14日 補助金 23,329,000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



- 10 -

41 特定非営利活動法 平成29年 7月14日 補助金 31,481,000円

人かがりの杜 社会福祉施設整備費補助金

42 公益財団法人北海 平成29年 6月14 １ 補助金 3,123,821,440円

道農業公社 日、15日、23日、 (1) 北海道農業担い手育成センター事業

7月10日～14日、 (2) 新たな担い手確保･経営体質強化対策

19日～20日 事業

(3) 青年就農給付金事業

(4) 北海道就農支援資金償還免除事業

(5) 海外農業青年交流促進事業

(6) 農地中間管理機構事業

(7) 農地売買支援事業

(8) 農地保有合理化促進事業

(9) 農場リース円滑化事業

(10) 畜産担い手育成総合整備事業（再編整

備型）

(11) 農業基盤整備促進事業

(12) 農地耕作条件改善事業

２ 負担金 21,409,000円

北海道農業公社担い手育成会費負担金

３ 貸付金 3,327,259,318円

（1）農業生産法人出資育成資金貸付金

（2）就農支援資金貸付金

43 株式会社日高食肉 平成29年 7月19日 補助金 91,186,000円

センター 企業立地促進費補助金

44 学校法人マーガレ 平成29年 7月20日 補助金 10,560,000円

ット学園 (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

45 公益財団法人北海 平成29年 7月21日 １ 出資 5,000,000円

道中小企業総合支 ２ 補助金 279,631,961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) 事業化資金貸付事業貸倒引当金補助金

(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補助金

(6) 北海道中小企業総合支援センター補助

金

３ 貸付金 11,732,373,827円

(1) 事業化資金貸付事業
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(2） 北海道中小企業応援ファンド事業

(3) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

貸付事業

(4) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

管理事業

(5) 小規模企業者等設備貸与事業（貸与事

業）

(6) 小規模企業者等設備貸与事業（基金事

業）

(7) 設備資金貸付事業

(8) 設備貸与事業

46 一般社団法人北海 平成29年 7月21日 １ 出資 5,000,000円

道軽種馬振興公社 ２ 補助金 183,600,077円

(1) 北海道地方競馬協力団体事業補助金

(2) 北海道軽種馬振興対策事業補助金

47 北海道土地開発公 平成29年 7月24日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 3,774,108円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,499,143,047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 31,336,485,777円

48 北海道信用保証協 平成29年 7月24日 １ 利子補給 112,647円

会 北海道信用保証協会保証料補給金

２ 損失補償 427,376,691円

北海道信用保証協会損失補償金

49 一般財団法人北海 平成29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 867,751円

協会 北海道勤労者信用基金協会損失補償金

50 道南いさりび鉄道 平成29年 7月24日 １ 出資 372,800,000円

株式会社 ２ 補助金 67,760,853円

(1) 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化

事業費補助金

(2) 北海道新幹線二次交通等整備事業補助

金

(3) 鉄道災害復旧事業費補助金
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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 780,745,500円

道南いさりび鉄道株式会社貸付金の初期

投資に要する資金にかかる損失補償

51 地方独立行政法人 平成29年6月1日、 １ 出資 25,425,696,000円

北海道立総合研究 6日～9日、15日～ ２ 補助金 290,347,275円

機構 16日、8月 7日～ (1) 地方独立行政法人北海道立総合研究機

9日 構施設整備等補助金

(2) 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 13,109,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

52 株式会社十勝大福 平成29年 8月 7日 補助金 22,250,000円

本舗 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

53 社会福祉法人音更 平成29年 8月 8日 補助金 443,217,279円

町柏寿協会 (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) 軽費老人ホーム運営費補助金

(4) 民間社会福祉施設整備資金利子補給金

54 株式会社サトウ 平成29年 8月 9日 補助金 92,469,500円

合板・製材生産性強化対策事業

55 学校法人札幌静修 平成29年 8月21日 補助金 394,531,800円

学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(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

56 北海道衛生工業株 平成29年 8月21日 補助金 87,204,000円

式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

57 とまこまい勇払ソ 平成29年 8月21日 補助金 50,000,000円

ーラーパーク合同 企業立地促進費補助金

会社

58 社会福祉法人ノテ 平成29年 8月22日 補助金 50,032,000円

福祉会 (1) 介護サービス提供基盤等整備事業費補
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助金

(2) 介護老人保健施設整備資金利子補給事

業

59 社会医療法人社団 平成29年 8月22日 補助金 77,910,000円

三草会 (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) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

(3) 看護師等養成所施設整備費補助金

(4) 看護師等養成所設備整備費補助金

60 合同会社岩見沢太 平成29年 8月22日 補助金 50,000,000円

陽光発電 企業立地促進費補助金

61 北海道公立大学法 平成29年 9月 6日 １ 出資 35,635,030,000円

人札幌医科大学 ～8日 ２ 補助金 603,127,440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) 北海道公立大学法人札幌医科大学教育

施設改修事業補助金

(3) 防災訓練等参加事業費補助金

(4) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(5) 小児救命救急医療体制整備支援事業費

補助金

(6) 女性医師等就労支援事業

(7) 産科医・小児科医養成支援特別対策事

業

(8) 北海道緊急時医療活動施設整備事業補

助金

(9) 遠隔医療促進事業費補助金

(10) 医学生等地域医療体験学習支援事業費

補助金

(11) がん診療連携拠点病院機能強化事業費

補助金

３ 交付金 6,051,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費

交付金

４ 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
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62 社会福祉法人様似 平成29年 9月 6日 補助金 205,677,000円

福祉会 (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

63 美幌町森林組合 平成29年 9月 6日 補助金 183,052,795円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林保護事業

(3) 合板・製材生産性強化対策事業（間伐

材生産）

(4) 合板・製材生産性強化対策事業（高性

能林業機械等の整備）

(5) 森林整備担い手対策推進事業

64 新ひだか町商工会 平成29年 9月 7日 補助金 33,326,393円

小規模事業指導推進費補助金

65 社会福祉法人訓子 平成29年 9月 7日 補助金 18,341,840円

府福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

66 株式会社北海道食 平成29年 9月 8日 補助金 12,237,500円

美樂 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

67 北海道北見バス株 平成29年 9月 8日 補助金 64,783,000円

式会社 (1) 地域間幹線系統確保維持事業費補助金

(2) 広域生活交通路線維持費補助金

68 道北バス株式会社 平成29年 9月13日 補助金 89,486,000円

(1) 地域間幹線系統確保維持事業費補助金

(2) 広域生活交通路線維持費補助金

69 足寄町商工会 平成29年 9月13日 補助金 21,017,498円

小規模事業指導推進費補助金

70 株式会社北斗興業 平成29年 9月13日 補助金 24,527,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

71 士別地区森林組合 平成29年 9月14日 補助金 79,420,675円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 北海道次世代木材生産・供給システム

構築事業

72 地熱資源複合的利 平成29年 9月14日 補助金 50,000,000円
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用園芸作物生産事 地熱資源複合的利用促進事業費補助金

業コンソーシアム

73 学校法人麻園学園 平成29年 9月14日 補助金 18,681,000円

私立幼稚園管理運営費補助金

74 学校法人旭川大学 平成29年 9月15日 補助金 364,258,928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) 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

(5) 私立高等学校授業料軽減補助金

(6) 私立幼稚園管理運営費補助金

(7) 子育て支援対策事業費補助金

(8) 私立専修学校等管理運営費補助金

75 幕別町森林組合 平成29年 9月15日 補助金 84,542,282円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 合板・製材生産性強化対策事業

76 社会福祉法人北海 平成29年 9月15日 補助金 279,733,056円

道仕愛会 (1) 老人福祉施設等整備事業費補助金

(2) 社会福祉法人経営労務管理改善支援事

業

(3) 結核予防費補助金

77 学校法人京都育英 平成29年 9月19日 補助金 236,462,724円

館 (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) 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

(5) 私立高等学校授業料軽減補助金

(6) 結核予防費補助金

78 社会福祉法人いし 平成29年 9月19日 補助金 34,093,300円

かり福祉会 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 民間社会福祉施設整備資金利子補給事

業

(3) 子育て支援対策事業費補助金

79 北海道交通安全指 平成29年 9月19日 補助金 10,400,000円
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導員連絡協議会 交通安全指導促進事業費補助金

80 一般社団法人美唄 平成29年 9月19日 補助金 12,729,000円

地域人材開発セン 地域人材開発センター事業費補助金

ター運営協会

81 一般社団法人上川 平成29年10月 4日 補助金 11,359,000円

北部医師会 (1) 看護職員養成施設運営支援事業費補助

金

(2) 看護師等養成所養成力向上支援事業費

補助金

82 稚内市森林組合 平成29年10月 4日 補助金 96,293,482円

(1) 森林環境保全整備事業

（2） 合板・製材生産性強化対策事業

83 遠別初山別森林組 平成29年10月 4日 補助金 103,888,598円

合 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 合板･製材生産性強化対策事業

(3) 次世代木材生産・供給システム構築事

業

84 社会福祉法人にし 平成29年10月 5日 補助金 22,199,762円

おこっぺ福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

85 学校法人稚内大谷 平成29年10月 5日 補助金 178,948,888円

学園 (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) 高等学校等就学支援金

(5) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(6) 私立高等学校授業料軽減補助金

(7) 結核予防費補助金

86 留萌南部森林組合 平成29年10月 5日 補助金 64,112,517円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 次世代木材生産・供給システム構築事

業

87 学校法人山崎学園 平成29年10月 6日 補助金 26,816,000円

私立幼稚園管理運営費補助金
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88 宗谷漁業協同組合 平成29年10月 6日 補助金 38,973,291円

漁業近代化資金利子補給金

89 秩父別土地改良区 平成29年10月 6日 １ 補助金 97,879,010円

(1) 農地整備事業

(2) 農業基盤整備促進事業

(3) 土地改良施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対

策事業

２ 交付金 14,505,000円

農地耕作条件改善事業

90 白老町鳥獣被害防 平成29年10月11日 補助金 14,536,600円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

91 たいせつ農業協同 平成29年10月11日 １ 補助金 32,475,000円

組合 農業基盤整備促進事業

２ 交付金 29,185,000円

農地耕作条件改善事業

３ 貸付金 12,690,000円

就農施設等資金貸付金

４ 利子補給 2,956,635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

92 株式会社山拾村上 平成29年10月11日及 補助金 51,639,000円

商店 び平成30年2月23日 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

93 胆振西部森林組合 平成29年10月12日 補助金 142,555,093円

森林環境保全整備事業

94 根室市鳥獣被害防 平成29年10月12日 補助金 14,258,403円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

95 学校法人富良野学 平成29年10月12日 補助金 26,634,000円

園 私立幼稚園管理運営費補助金

96 学校法人望洋大谷 平成29年10月13日 補助金 296,001,766円

学園 (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）
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(4) 高等学校等就学支援金

(5) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(6) 私立高等学校授業料軽減補助金

(7) 結核予防費補助金

97 学校法人釧路商専 平成29年10月13日 補助金 6,800,400円

学園 (1) 高等学校等就学支援金

(2) 私立高等学校授業料軽減補助金

(3) 私立専修学校等管理運営費補助金

98 学校法人富良野清 平成29年10月13日 補助金 15,618,000円

徳学園 私立幼稚園管理運営費補助金

99 旅して応援！ほっ 平成29年10月16日 負担金 27,085,041円

かいどう実行委員 北海道緊急プロモーション事業

会

100 北海土地改良区 平成29年10月16日 補助金 142,341,203円

(1) 農地整備事業

(2) 農業用施設災害復旧事業

101 北石狩農業協同組 平成29年10月16日 １ 補助金 41,979,000円

合 (1) 農業基盤整備促進事業

(2) 消費・安全対策事業

２ 交付金 55,425,000円

農地耕作条件改善事業

３ 貸付金 13,356,000円

就農施設等資金貸付金

４ 利子補給 4,001,464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対策自作農維持

資金利子助成事業

102 ながぬま土地改良 平成29年10月17日 １ 補助金 92,609,970円

区 (1) 農地整備事業

(2) 農業基盤整備促進事業

(3) 農業用施設災害復旧事業

(4) 経営体育成促進換地等調整事業

２ 交付金 34,606,000円

(1) 農地耕作条件改善事業

(2) 地域づくり総合交付金
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103 北空知森林組合 平成29年10月17日 補助金 124,817,803円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林保護事業

(3) 次世代木材生産・供給システム構築事

業

104 学校法人北海道龍 平成29年10月17日 補助金 289,989,116円

谷学園 (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) 私立学校施設耐震診断事業費補助金

(5) 高等学校等就学支援金

(6) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(7) 私立高等学校授業料軽減補助金

(8) 私立狭域通信制高等学校管理運営費補

助金

(9) 私立中学校管理運営費補助金

(10) 結核予防費補助金

105 社会福祉法人 平成29年10月31日 補助金 20,703,175円

上磯はまなす (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 民間社会福祉施設整備資金利子補給金

106 広尾町森林組合 平成29年10月31日 補助金 116,945,644円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林保護事業

(3) 合板・製材生産性強化対策事業

107 函館バス株式会社 平成29年11月 1日 補助金 192,798,000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

108 ＯＲ更別・十勝メ 平成29年11月 1日 補助金 50,000,000円

ガソーラースピー 企業立地促進費補助金

ドウェイ合同会社

109 はこだて広域森林 平成29年11月 2日 補助金 100,222,857円

組合 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 合板・製材生産性強化対策事業

110 学校法人帯広大谷 平成29年11月 2日 補助金 374,646,534円
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学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(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) 私立幼稚園管理運営費補助金

(6) 結核予防費補助金

(7) 子育て支援対策事業費補助金

(8) 介護従事者確保総合推進事業（介護の

しごと魅力アップ推進事業）

(9) 介護従事者確保総合推進事業（キャ

リアパス支援研修事業）

111 ひやま地域ニシン 平成29年11月 8日 １ 補助金 9,350,000円

復興対策協議会 日本海ニシン栽培漁業定着事業

２ 交付金 1,100,000円

地域づくり総合交付金

112 オホーツク中央森 平成29年11月 8日 補助金 254,674,819円

林組合 (1) 森林環境保全整備事業

(2) 森林保護事業

(3) 合板・製材生産性強化対策事業

113 社会福祉法人熊石 平成29年11月 9日 補助金 229,969,000円

敬愛会 老人福祉施設等整備事業費補助金

114 湧別町農業協同組合 平成29年11月 9日 １ 補助金 37,320,000円

農業基盤整備促進事業

２ 利子補給 1,680,783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

115 八雲町 平成29年11月10日 公の施設の管理 33,230,000円

北海道立噴火湾パノラマパーク指定管理業務

116 遠軽町野生鳥獣被 平成29年11月10日 補助金 8,062,024円

害対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

117 学校法人 平成29年11月15日 補助金 278,163,210円

白百合学園 (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)
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(4) 高等学校等就学支援金

(5) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(6) 私立高等学校授業料軽減補助金

(7) 私立中学校管理運営費補助金

(8) 私立幼稚園管理運営費補助金

118 ひだか南森林組合 平成29年11月15日 補助金 96,811,221円

(1) 森林環境保全整備事業

(2) 合板・製材生産性強化対策事業

119 北斗市商工会 平成29年11月16日 補助金 29,824,432円

小規模事業指導推進費補助金

120 一般社団法人日高 平成29年11月16日 補助金 59,832,000円

管内さけ・ます増 さけ・ます種苗生産等施設整備事業

殖事業協会

121 学校法人函館国際 平成29年11月17日 補助金 2,207,000円

学園 私立専修学校等管理運営費補助金

122 みついし農業協同 平成29年11月17日 １ 補助金 17,550,000円

組合 農業基盤整備促進事業

２ 貸付金 2,604,000円

就農施設等資金貸付金

３ 利子補給 585,587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

123 石狩市鳥獣被害対 平成29年11月20日 補助金 18,612,384円

策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

124 社会福祉法人沼ノ 平成29年11月20日 補助金 192,382,000円

端はくちょう会 (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

125 学校法人聖心女子 平成29年11月20日 補助金 147,708,150円

学院 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(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) 私立中学校管理運営費補助金
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126 医療法人社団 平成29年12月 6日 補助金 12,250,000円

本間内科医院 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事

業費補助金

127 角山開発株式会社 平成29年12月 6日 補助金 162,065,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

128 北海道新幹線×ni 平成29年12月 7日 交付金 6,900,000円

ttan地域戦略会議 地域づくり総合交付金

129 峰延農業協同組合 平成29年12月 7日 １ 補助金 41,020,864円

(1) 農地整備事業

(2) 農業基盤整備促進事業

２ 交付金 77,328,000円

農地耕作条件改善事業

３ 貸付金 322,000円

農業改良資金貸付金

４ 利子補給 152,161円

農業経営負担軽減支援資金利子補給金

130 株式会社夕張ツムラ 平成29年12月 8日 補助金 63,533,000円

企業立地促進費補助金

131 さくらインターネ 平成29年12月 8日 貸付金 1,500,000,000円

ット株式会社 地域総合整備資金貸付金

132 厚真町土地改良区 平成29年12月13日 補助金 59,123,700円

(1) 水利用高度化推進事業

(2) 農地整備事業

133 地域バイオディー 平成29年12月13日 補助金 11,000,000円

ゼル利用推進コン 「一村一エネ」事業費補助金

ソーシアム

134 ＭＭＳ・ＨＢＳグ 平成29年12月14日 公の施設の管理 60,342,722円

ループ 北海道営住宅指定管理業務

135 北海道地域連携ク 平成29年12月14日 補助金 15,900,000円

リティカルパス運 地域連携クリティカルパス広域活用システ

営協議会 ム整備事業費

136 学校法人池上学園 平成29年12月15日 補助金 173,023,170円

(1) 高等学校等就学支援金
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(2) 高等学校等就学支援金事務費補助金

(3) 私立高等学校等学び直し支援金

(4) 私立狭域通信制高等学校管理運営費補

助金

(5) 私立専修学校等管理運営費補助金

137 特定非営利活動法 平成29年12月15日 交付金 2,900,000円

人ゆう 地域づくり総合交付金

138 社会福祉法人水の 平成29年12月19日 補助金 104,748,125円

会 ～20日 (1) 軽費老人ホーム運営費補助金

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

(3) 民間社会福祉施設整備資金利子補給金

139 シオン電機株式会 平成30年 1月16日 補助金 10,000,000円

社 先進的エネルギー関連技術開発支援事業補

助金

140 公益社団法人 平成30年 1月16日 １ 補助金 48,200,403円

北海道アイヌ協会 (1) アイヌ協会活動促進費

(2) アイヌ中小企業振興対策事業

(3) アイヌ生活向上推進費

(4) アイヌ雇用促進事業

２ 貸付金 20,465,000円

アイヌ生活向上振興資金貸付金

３ 公の施設の管理 10,956,000円

北海道立アイヌ総合センター指定管理業務

141 ＡＮＡ新千歳空港 平成30年 1月16日 補助金 31,216,298円

株式会社 道内空港国際航空便受入機能強化事業費補

助金

142 社会福祉法人 平成30年 1月17日 補助金 49,804,000円

ほくろう福祉協会 （1） 介護従事者確保総合推進事業

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

143 北海道産業雇用創 平成30年 1月17日 負担金 222,662,110円

造協議会 北海道産業雇用創造協議会「産業雇用創造

プロジェクトチーム」負担金

144 生活協同組合コー 平成30年 1月18日 補助金 133,024,000円
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プさっぽろ (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

145 医療法人社団北碩 平成30年 1月18日 補助金 31,325,000円

会 有床診療所等スプリンクラー等施設整備事

業費補助金

146 公益社団法人北海 平成30年 1月18日 補助金 33,291,000円

道海難防止･水難 (1) 漁船海難防止対策事業費補助金

救済センター (2) 水難救済活動促進事業費補助金

147 学校法人札幌大蔵 平成30年 1月19日 補助金 153,304,000円

学園 私立幼稚園管理運営費補助金

148 一般財団法人北海 平成30年 1月19日 公の施設の管理 158,037,000円

道森林整備公社 北海道立道民の森指定管理業務

149 医療法人稲生会 平成30年 1月19日 補助金 17,012,000円

小児等在宅医療連携拠点事業費補助金


