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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29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、120

団体について、平成30年 6月から平成31年 1 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29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ている。

(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 4

社 団 法 人 注2 6

学 校 法 人 23 6 6 6 6

社 会 福 祉 法 人 13

医 療 法 人 1

商工会議所・商工会 6

株式会社・有限会社 26

特定非営利活動法人 3

そ の 他 38 4 5 1 2 2 5

合 計 120 10 11 1 6 2 2 11

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、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はなかった。

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 収入に関するもの

団体の規程では、建物の使用料等について、４半期ごとに分割納入させる場合は、そ

れぞれ４半期の最初の月内に納入させることとされているが、その月の経過後に請求書

を送付し、納入させているものがあった。

また、試験機器等設備を使用させる場合は、使用時間に応じた使用料を徴収すること

とされているが、実際の使用時間と異なる時間数により算定したことから、使用料を過

大に徴収しているものがあった。

イ 支出に関するもの

(ｱ) 団体の規程では、職員等に支給する手当を定めているが、定めのない手当を支給し

ているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、管理者手当を支給することとされているが、その額を誤って支給

しているものがあった。

(ｳ) 団体の規程では、特殊勤務手当の額は、理事長が別に定めることとされているが、

これを定めずに支給しているものがあった。

(ｴ) 団体の規程では、教職員に対する時間外勤務割増賃金については、勤務した時間数

に単価を乗じて算定した額を支給することとされているが、定めによらない単価によ

り算定し支給しているものや、定めのない一定額を加算して支給しているものがあっ

た。

(ｵ) 団体の規程では、時間外勤務に係る手当については、一般教職員に対して支給する

こととされているが、これに該当しない教職員に対して手当を支給しているものがあ

った。

ウ 契約に関するもの

(ｱ) 団体の規程では、物品を購入しようとするときは、購入決議書により承認を受ける

こととされているが、当該決議書を作成せずに購入しているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、物品購入契約において、１件の予定価格が５００万円以上の随意

契約を行う場合は、入札参加者指名選考委員会の審議に付す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、１件の契約金額が５００万円以上の契約を行う場合は、契約書を作成しなけ
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ればならないが、これを行っていないものがあった。

エ その他団体の経理に関するもの

(ｱ) 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予算については、総会の議決を得ないまま、支出しているも

のがあった。

(ｲ) 団体の規程では、契約書等の文書は、保存年限まで保存することとされているが、

保存年限が満了していないにもかかわらず廃棄しているものがあった。

また、保存年限が満了した文書であって、なお、保存の必要があると認められるも

のは、保存年限を更新することとされているが、滞納が発生し、償還が未了である契

約書等について、更新を行わずに廃棄しているものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

監査の結果、財政的援助等の所管部局において、団体に対して適正な事務処理を行うよう指

導する必要があると認められるものはなかった。

５ 検討事項

監査の結果、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

れるものはなかった。
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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 学校法人天明学園 平成30年 6月 1日 補助金 37,572,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

2 株式会社鈴建興業 平成30年 6月13日 補助金 22,000,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

3 合同会社苫小牧ソ 平成30年 6月13日 補助金 50,000,000円

ーラーエナジー 企業立地促進費補助金

4 社会福祉法人青雲 平成30年 6月15日 補助金 41,389,560円

の森 軽費老人ホーム運営費補助金

5 一般社団法人いぶ 平成30年 6月15日 補助金 16,183,000円

り花づくりネット 社会福祉施設整備費補助金

ワーク

6 学校法人札幌北斗 平成30年 6月26日 補助金 445,561,800円

学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

7 ハートランドフェ 平成30年 6月27日 １ 補助金 6,552,710円

リー株式会社 北海道離島航路旅客定期航路事業補助金

２ 交付金 43,658,871円

北海道特定有人国境離島地域航路運賃低

廉化事業交付金

8 学校法人東海大学 平成30年 6月28日 補助金 397,857,700円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

9 学校法人清尚学院 平成30年 7月 4日 補助金 150,877,500円

（1） 私立高等学校管理運営費補助金

（2） 私立高等学校等授業料軽減補助金
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（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

10 網走漁業協同組合 平成30年 7月 4日 １ 交付金 1,400,000円

地域づくり総合交付金

２ 利子補給 13,901,177円

漁業近代化資金利子補給金

11 なかしべつ循環型 平成30年 7月 4日 補助金 13,650,000円

社会づくり推進協 新エネルギー導入支援事業費補助金

議会

12 木古内商工会 平成30年 7月 5日 補助金 15,797,596円

小規模事業指導推進費補助金

13 社会福祉法人東藻 平成30年 7月 5日 補助金 18,655,598円

琴福祉会 (1) 民間社会福祉施設整備資金利子補給金

(2) 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

14 一般社団法人根室 平成30年 7月 5日 補助金 12,042,000円

管内さけ・ます増 さけ・ます種苗生産等施設整備事業補助金

殖事業協会

15 学校法人めぐみ学 平成30年 7月 6日 補助金 37,052,000円

園 私立幼稚園等管理運営費補助金

16 一般社団法人北見 平成30年 7月 6日 補助金 29,229,602円

医師会 (1) 看護職員養成施設運営支援事業費補助

金

(2) 結核予防費補助金

(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

17 学校法人日本メノ 平成30年 7月 6日 補助金 24,774,000円

ナイト学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

18 株式会社大創ＫＥ 平成30年 7月11日 補助金 8,460,000円

Ｔ研究所 リサイクル技術研究開発補助金

19 陸別森林組合 平成30年 7月11日 補助金 122,516,119円

（1） 合板・製材生産性強化対策事業補助金
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（2） 森林環境保全整備事業費補助金

（3） 森林保護事業補助金

20 職業訓練法人釧路 平成30年 7月11日 補助金 9,488,780円

地方職業能力開発 事業内職業訓練運営費補助金

協会

21 社会福祉法人わか 平成30年 7月12日 補助金 23,219,998円

ば会 軽費老人ホーム運営費補助金

22 足寄町有害鳥獣被 平成30年 7月12日 補助金 12,347,702円

害対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

23 社会福祉法人扶躬 平成30年 7月12日 補助金 182,874,192円

会 (1) 結核予防費補助金

(2) 老人福祉施設等整備事業費補助金

24 学校法人旭川龍谷 平成30年 7月13日 補助金 333,925,725円

学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

25 社会福祉法人真宗 平成30年 7月13日 補助金 188,662,054円

協会 （1） 結核予防費補助金

（2） 社会福祉施設整備費補助金

（3） 老人福祉施設等整備事業費補助金

(4） 介護サービス提供基盤等整備事業費補

助金

26 釧路市農業農村経 平成30年 7月13日 補助金 11,232,000円

営生産推進会議 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

27 学校法人浄暁学園 平成30年 7月18日 補助金 50,145,000円

(1) 私立幼稚園等管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

28 医療法人王子総合 平成30年 7月18日 補助金 32,622,413円

病院 (1） 防災訓練等参加事業費補助金

(2） 子育て看護職員等就業定着支援事業費

補助金

（3） 看護職員養成施設運営支援事業費補助
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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） 結核予防費補助金

(6） がん診療連携拠点病院等機能強化事業

費補助金

29 北海道住宅供給公 平成30年 7月18日 １ 出資 24,000,000円

社 ～19日 ２ 負担金 825,080円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 27,741,000,000円

北海道住宅供給公社事業運営資金貸付金

30 ようてい森林組合 平成30年 7月19日 補助金 124,465,415円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

31 社会福祉法人愛誠 平成30年 7月19日 補助金 29,098,840円

会 （1） 社会福祉施設整備費補助金

（2） 軽費老人ホーム運営費補助金

32 千歳林業株式会社 平成30年 7月20日 補助金 26,945,598円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林整備担い手対策推進事業補助金

(3) 森林環境保全整備事業費補助金

33 苫小牧広域森林組 平成30年 7月20日 補助金 257,213,059円

合 (1） 合板・製材生産性強化対策事業補助金

（2） 森林環境保全整備事業費補助金

（3） 森林保護事業補助金

34 北海道信用保証協 平成30年 7月20日 １ 出資 12,345,046,000円

会 ２ 損失補償 286,131,396円

北海道信用保証協会損失補償金

35 公益財団法人北海 平成30年 7月23日 １ 出資 5,000,000円

道中小企業総合支 ２ 補助金 290,788,965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



- 9 -

(5) 北海道中小企業総合支援センター補助

金

(6) 設備導入資金貸付事業事務費補助金

３ 貸付金 10,591,753,442円

(1) 北海道中小企業応援ファンド貸付金

(2) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

貸付事業貸付金

(3) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

管理事業貸付金

(4) 小規模企業者等設備貸与事業貸付金

(5) 設備貸与事業貸付金

(6) 設備資金貸付事業貸付金

36 一般財団法人北海 平成30年 7月23日 １ 出資 200,000,000円

道勤労者信用基金 ２ 損失補償 858,354円

協会 北海道勤労者信用基金協会損失補償金

37 公益財団法人北海 平成30年 7月23日 １ 補助金 2,984,825,154円

道農業公社 （1） 海外農業青年交流促進事業補助金

（2） 農場リース円滑化事業補助金

（3） 北海道農業担い手育成センター事業補

助金

（4） 北海道就農支援資金償還免除事業補助

金

（5） 北海道農業次世代人材投資事業補助金

（6） 農地売買支援事業補助金

（7） 農地中間管理機構事業補助金

（8） 農地保有合理化事業補助金

（9） 畜産担い手育成総合整備事業補助金

(10） 農業基盤整備促進事業補助金

２ 交付金 76,328,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 負担金 21,431,000円

北海道農業公社担い手育成会費負担金

４ 貸付金 2,879,202,425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

38 道南いさりび鉄道 平成30年 7月23日 １ 出資 372,800,000円

株式会社 ２ 補助金 119,085,357円

道南いさりび鉄道株式会社経営安定化事

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 693,996,000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

39 北海道土地開発公 平成30年 7月24日 １ 出資 100,000,000円

社 ２ 負担金 4,100,918円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 30,290,087,465円

(1) 苫小牧東部工業基地用地資金貸付金

（2） 石狩湾新港地域港湾用地資金貸付金

（3） 道単独事業用地資金貸付金

（4） 公社自主事業用地資金貸付金

４ 支払保証 30,853,730,111円

40 協業組合公清企業 平成30年 7月24日 補助金 206,666,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

41 特定非営利活動法 平成30年 8月 6日 補助金 22,000,000円

人とかち共同作業 社会福祉施設整備費補助金

所

42 地方独立行政法人 平成30年6月1日、 １ 出資 25,363,346,450円

北海道立総合研究 13日～15日、26 ２ 補助金 249,693,025円

機構 日、8月6日～8日 (1) 北海道立総合研究機構施設整備等補助

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 13,168,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

43 株式会社ティー・ 平成30年 8月 7日 補助金 49,704,000円

ワイ 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

44 帯広市農業施策推 平成30年 8月 8日 補助金 5,463,080円

進委員会鳥獣害対 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

策部門

45 学校法人東日本学 平成30年 8月20日 補助金 8,354,811円

園 (1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 看護職員専門分野研修事業費補助金
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(3) 結核予防費補助金

(4) 介護従事者確保総合推進事業費補助金

46 学校法人山の手学 平成30年 8月20日 補助金 97,924,000円

園 (1) 私立幼稚園等管理運営費補助金

(2) 子育て支援対策事業費補助金

47 北海道そば製粉株 平成30年 8月20日 補助金 99,999,000円

式会社 企業立地促進費補助金

48 特定非営利活動法 平成30年 8月21日 補助金 33,560,000円

人苫小牧市手をつ 社会福祉施設整備費補助金

なぐ育成会

49 不二電子工業株式 平成30年 8月21日 補助金 87,816,000円

会社 企業立地促進費補助金

50 エア・ウォーター 平成30年 8月21日 補助金 26,076,000円

株式会社 北海道水素ステーション整備事業費補助金

51 社会福祉法人善智 平成30年 9月 5日 補助金 62,100,000円

会 介護サービス提供基盤等整備事業費補助金

52 新冠町農業協同組 平成30年 9月 5日 １ 補助金 13,457,057円

合 (1) 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

(2) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子助成事業補助金

(3) 農業基盤整備促進事業補助金

２ 貸付金 43,362,000円

就農支援資金貸付金

３ 利子補給 216,953円

農業経営負担軽減支援資金利子補給金

53 日高東部森林組合 平成30年 9月 6日 補助金 97,219,089円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

54 株式会社関木材工 平成30年10月 3日 補助金 150,101,000円

業 合板・製材生産性強化対策事業補助金

55 枝幸漁業協同組合 平成30年10月 3日 利子補給 44,017,699円

(1) 漁業近代化資金利子補給金
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(2) 漁業近代化漁船整備特別対策資金利子

補給金

56 公益社団法人函館 平成30年10月 3日 補助金 35,582,200円

市医師会 (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) 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) 私立高等学校等学び直し支援金

57 特定非営利活動法 平成30年10月 4日 補助金 85,267,000円

人障がい児・者地 社会福祉施設整備費補助金

域サポートふれあ

い

58 名寄市有害鳥獣農 平成30年10月 4日 補助金 3,078,842円

業被害防止対策協 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

議会

59 函館マラソン大会 平成30年10月 4日 交付金 20,000,000円

実行委員会 地域づくり総合交付金

60 十勝大雪森林組合 平成30年10月 5日 補助金 110,435,057円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

(3) 森林保護事業補助金

61 学校法人旭川宝田 平成30年10月 5日 補助金 336,394,725円

学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立幼稚園等管理運営費補助金

(3) 私立専修学校等管理運営費補助金

(4) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

62 株式会社ジョッキ 平成30年10月 5日 補助金 30,426,000円

企業立地促進費補助金

63 中北薬品株式会社 平成30年10月 9日 補助金 134,599,000円

企業立地促進費補助金
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64 しずない農業協同 平成30年10月10日 １ 補助金 17,760,000円

組合 農業基盤整備促進事業補助金

２ 貸付金 1,528,000円

農業改良資金貸付金

３ 利子補給 192,237円

農業経営負担軽減支援資金利子補給金

65 あさひかわ商工会 平成30年10月10日 補助金 51,839,086円

小規模事業指導推進費補助金

66 比布町農業協同組 平成30年10月10日 １ 補助金 79,392,500円

合 農業基盤整備促進事業補助金

２ 利子補給 770,837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

67 富良野地区森林組 平成30年10月11日 補助金 181,159,388円

合 (1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

(3) 次世代木材生産・供給システム構築事

業補助金

68 士別市有害鳥獣被 平成30年10月11日 補助金 6,565,412円

害防止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

69 北海紙管株式会社 平成30年10月11日 補助金 37,499,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

70 学校法人寿光学園 平成30年10月11日 補助金 25,484,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

71 北海道クリーン・ 平成30年10月12日 補助金 22,749,000円

システム株式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

72 ふらの農業協同組 平成30年10月12日 １ 補助金 98,139,127円

合 (1) 消費･安全対策事業補助金

(2) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子助成事業補助金

(3) 農業基盤整備促進事業補助金

(4) 農業共同利用施設災害復旧事業補助金

２ 貸付金 4,472,000円
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就農施設等資金貸付金

３ 利子補給 2,014,653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

73 道北なよろ農業協 平成30年10月12日 １ 補助金 95,092,765円

同組合 (1) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子助成事業補助金

(2) 農業基盤整備促進事業補助金

２ 貸付金 4,410,000円

就農施設等資金貸付金

３ 利子補給 10,002,434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

74 リサイクルファク 平成30年10月12日 補助金 47,333,000円

トリー株式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

75 学校法人札幌日本 平成30年10月12日 補助金 402,868,958円

大学学園 (1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立中学校管理運営費補助金

(3) 私立中学校等修学支援実証事業費補助

金

(4) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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) 結核予防費補助金

76 学校法人鶴岡学園 平成30年10月16日 補助金 159,718,494円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立幼稚園等管理運営費補助金

(3) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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) 結核予防費補助金

77 網走バス株式会社 平成30年10月17日 補助金 29,124,000円

地域間幹線系統確保維持費補助金

78 株式会社ケイセイ 平成30年10月17日 補助金 150,563,092円

合板・製材生産性強化対策事業補助金
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79 弟子屈町森林組合 平成30年10月18日 補助金 47,522,711円

(1) 森林環境保全整備事業費補助金

(2) 森林保護事業補助金

80 歯舞漁業協同組合 平成30年10月18日 １ 補助金 1,100,000円

北方領土隣接地域振興等重点施策推進費

補助金

２ 利子補給 34,961,385円

(1) 漁業近代化資金利子補給金

(2) 漁業経営維持安定資金利子補給金

(3) 漁業担い手活性化資金融通助成事業利

子補給金

(4) 漁業担い手活性化資金融通助成事業保

証料補給金

(5) 漁業経営健全化促進資金利子補給金

81 社会福祉法人三笠 平成30年10月18日 補助金 16,700,000円

市社会福祉事業団 (1) 社会福祉施設整備費補助金

(2) 介護ロボット導入支援事業費補助金

82 学校法人札幌白ゆ 平成30年10月18日 補助金 48,521,000円

り学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

83 学校法人釧路学園 平成30年10月19日 補助金 41,919,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

84 株式会社釧路厚生 平成30年10月19日 補助金 225,489,000円

社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

85 学校法人北野学園 平成30年10月19日 補助金 35,596,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

86 社会福祉法人芦別 平成30年10月19日 補助金 20,400,274円

白光舎 軽費老人ホーム運営費補助金

87 北海道公立大学法 平成30年9月 5日、 １ 出資 35,635,030,000円

人札幌医科大学 10月22日～23日 ２ 補助金 1,119,308,754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) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設
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整備構想関連事業補助金

(4) 小児救命救急医療体制整備支援事業費

補助金

(5) 北海道緊急時医療活動施設整備費補助

金

(6) 防災訓練等参加事業費補助金

(7) 産科医・小児科医養成支援特別対策事

業費補助金

(8) 医学生等地域医療体験学習支援事業費

補助金

(9) 女性医師等就労支援事業費補助金

(10) 専攻医受入拡大事業費補助金

(11) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支

援事業費補助金

(12) がん診療連携拠点病院等機能強化事業

費補助金

３ 交付金 6,202,000,000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 879,285,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学長期貸

付金

88 白老町商工会 平成30年10月22日 補助金 24,138,182円

小規模事業指導推進費補助金

89 学校法人室蘭中島 平成30年10月23日 補助金 36,774,000円

学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

90 足寄町森林組合 平成30年11月 7日 補助金 111,374,628円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

(3) 森林保護事業補助金

91 社会福祉法人操愛 平成30年11月 7日 補助金 31,820,000円

会 社会福祉施設整備費補助金

92 マルジュウランバ 平成30年11月 8日 補助金 204,700,000円

ー株式会社 合板・製材生産性強化対策事業補助金

93 網走地区森林組合 平成30年11月 8日 補助金 249,084,388円

(1) 森林環境保全整備事業費補助金
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(2) 森林保護事業補助金

94 公益社団法人北海 平成30年11月 8日 交付金 839,351,000円

道トラック協会 運輸事業振興助成交付金

95 音更町農業協同組 平成30年11月 9日 １ 補助金 107,204円

合 農家負担軽減支援特別対策自作農維持資

金利子助成事業補助金

２ 交付金 420,188,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 利子補給 11,299,076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

96 北見土地改良区 平成30年11月 9日 補助金 157,893,565円

農地農業用施設災害復旧事業費補助金

97 三井物産フォレス 平成30年11月 9日 補助金 95,279,217円

ト株式会社 (1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

(3) 次世代木材生産・供給システム構築事

業補助金

98 社会福祉法人英寿 平成30年11月13日 補助金 226,600,000円

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

99 いすゞ自動車株式 平成30年11月13日 補助金 50,000,000円

会社 企業立地促進費補助金

100 ホクト株式会社 平成30年11月13日 補助金 49,935,000円

企業立地促進費補助金

101 当別町鳥獣被害対 平成30年11月14日 補助金 5,652,464円

策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

102 社会福祉法人滝川 平成30年11月14日 補助金 170,794,480円

市社会福祉事業団 (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

103 学校法人淳心学園 平成30年11月14日 補助金 23,756,000円
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(1) 私立幼稚園等管理運営費補助金

(2) 私立専修学校等管理運営費補助金

104 夕張鉄道株式会社 平成30年11月15日 補助金 37,677,000円

(1) 地域間幹線系統確保維持費補助金

(2) 夕張市財政再生支援バス運行対策費補

助金

105 南空知森林組合 平成30年11月15日 １ 補助金 98,972,361円

(1) 合板・製材生産性強化対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

(3) 苗木安定供給推進事業補助金

２ 貸付金 11,220,000円

林業・木材産業改善資金貸付金

106 学校法人遺愛学院 平成30年12月 5日 補助金 398,891,650円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立中学校管理運営費補助金

(3) 私立中学校等修学支援実証事業費補助

金

(4) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

107 社会福祉法人ノマ 平成30年12月 5日 補助金 34,031,400円

ド福祉会 軽費老人ホーム運営費補助金

108 函館東商工会 平成30年12月 6日 補助金 22,633,355円

小規模事業指導推進費補助金

109 ニセコバス株式会 平成30年12月 6日 補助金 20,857,000円

社 (1) 地域間幹線系統確保維持費補助金

(2) 市町村生活バス路線運行費補助金

110 函館市鳥獣被害防 平成30年12月 7日 補助金 4,221,610円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

111 北海道中央バス株 平成30年12月 7日 補助金 277,399,000円

式会社 (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

(3) 市町村生活バス路線運行費補助金
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112 学校法人蘭越ひば 平成30年12月 7日 補助金 12,019,000円

り学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

113 美瑛町商工会 平成30年12月12日 補助金 21,977,964円

小規模事業指導推進費補助金

114 中富良野町商工会 平成30年12月13日 補助金 14,676,938円

小規模事業指導推進費補助金

115 公益財団法人札幌 平成30年12月13日 補助金 100,000,000円

交響楽団 芸術文化活動費補助金

116 美瑛町エゾ鹿被害 平成30年12月14日 補助金 7,527,060円

防止対策連絡協議 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

会

117 学校法人希望学園 平成30年12月14日 補助金 767,151,500円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立中学校管理運営費補助金

(3) 私立中学校等修学支援実証事業費補助

金

(4) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

118 学校法人北海学園 平成30年12月14日 補助金 910,848,000円

(1) 私立高等学校管理運営費補助金

(2) 私立高等学校等授業料軽減補助金

(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

119 公益社団法人北海 平成31年 1月22日 １ 出資 55,000,000円

道酪農検定検査協 ２ 補助金 76,462,000円

会 強い農業づくり事業補助金

120 アフラック生命保 平成31年 1月22日 補助金 30,687,000円

険株式会社 企業立地促進費補助金


