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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

令和元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、道の

財政的援助等に係る額が多い団体や比率が高い団体、経常経費を援助するなど道の関与が高

い団体など127団体を選定した。

しかし、新型コロナウイルスの感染が拡大したことなどから、学校法人や高齢者施設等を

運営する社会福祉法人など19団体の監査を中止し、108団体について、令和２年７月から令

和３年３月までの間に、北海道監査委員監査基準に準拠し実施した。

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 監査の重点項目

監査は、主に令和元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が財政

的援助等の目的に沿って行われているか監査するとともに、援助等に係る事業の執行につい

て、経済性、効率性及び有効性の視点から検証するため、次の事項に重点を置いて実施した。

(1) 補助事業の執行において、補助対象経費の算定を適切に行っているか。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 出資団体において、会計経理が適切に行われているか。

(5) 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、任意団体の場合、会計経理が適切に行われているか。

(6) 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、また、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。

(7) 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、補助事業者等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、補助事業者等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た。

なお、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 18 3 3 2 1 3

社 団 法 人 注2 10 2 3 1 1 1 2

学 校 法 人 6 1 1 1 1

社 会 福 祉 法 人 5 1 2 1 1 1

医 療 法 人 2 1 1 1 1

商工会議所・商工会 3

株式会社・有限会社 36 3 3 3 3

特定非営利活動法人 3

そ の 他 25 4 5 3 1 1 2

合 計 108 15 18 5 3 1 6 3 13

注 1 財団法人：一般財団法人、公益財団法人

注 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) 軽費老人ホーム運営費補助金において、入所者から徴収すべき事務費の算定を誤ったこ

とから、補助金10万8,000円が過大となっていた。 （社会福祉法人恵和園）

(2) 団体が道の補助金を財源として、間接補助事業者に助成金等を全額概算払したときは、

団体の補助事業の完了は、間接補助事業に係る実施状況の報告書を受理したときとなるが、

当該報告書を受理する前に、補助事業が完了したとしていた。

また、この中には、団体が間接補助事業者に助成金を交付したが、その使途が明らかと

なる実施状況の報告書を受理していないため、補助金の対象経費の確認ができないものが

あった。

さらに、間接補助事業者への交付決定に当たっては、道が行った交付決定と同一の条件

を付さなければならないが、当該条件を付していないものがあった。

（一般社団法人北海道消費者協会）

(3) 団体の規定では、会計処理に関して、真実な内容を明瞭に表示することや全ての取引に

ついて正確な記帳整理を行うことなどとされているが、団体では、補助金額のみを会計処

理の対象として経理していることから、全ての取引についての記帳整理となっておらず、

団体の事業内容を明確な計数により表示していなかった。

また、この補助金額のみの予算や決算により、幹事会の協議を経て、議決機関である総

会の議決を得ており、総額によらない事業計画兼収支予算書を策定し、事業を実施するこ

ととしているなど、適切とは認められない事業運営となっていた。

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業においては、事業実施主体である畜産クラス

ター協議会は、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していることな

どが要件とされているが、上記のとおり、会計処理に関して、団体の事業内容を明確な計

数により表示しておらず、総額によらない事業計画兼収支予算書を策定し、事業を実施す

ることとしているなど、適切な事業運営を行う体制となっていなかった。

（北海道新規就農酪農・畜産クラスター協議会）

(4) 団体が、委託事業であるイベントの実施前に、委託事業者との間で、事業に要する経費

や事業内容等に係る業務委託契約書を取り交わさないなど不適切な事務処理を行ったこと

から、団体と委託事業者との間で委託料についての認識の相違が生じ、このことによって

委託事業者から道に支払いを求める民事調停が申し立てられ、道が解決金を支払うことと

なったほか、その解決までに時間を要したことから、決算の作成が遅延し、団体の規約に

定める期間内に総会の承認を受けていなかった。

（北海道150年映像と音楽による特別イベント実行委員会）

(5) 補助金の出納を管理している団体の会計において、不適切な事務処理が行われ、使途が

不明な預金の払出しがあった。

また、団体の規定では、公印については、金庫その他の確実な保管設備のあるものに格

納し、これに施錠の上、厳重に保管しなければならないこととされているが、団体名義の

預金通帳とともに、その所在が不明となっていた。 （北見市鳥獣被害防止対策協議会）
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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) 子育て看護職員等就業定着支援事業費補助金において、補助対象となる事業は、病

院及び診療所に従事する職員のための保育施設を運営する事業とされ、補助金交付額

は当該保育施設を利用する病院及び診療所に勤務する職員の児童数や休日保育運営日

数などを基礎として算定されることとなるが、事業の実績報告に当たって、病院及び

診療所以外の事業所に勤務する職員の児童数を含めているものがあった。

(ｲ) 道立都市公園の利用料金の額については、指定管理者が知事の承認を受けてこれを

定め、これを変更しようとするときも同様に承認を受けなければならないが、知事の

承認を得ない料金により公園施設を利用させているものがあった。

(ｳ) 道と締結した指定管理業務に係る協定書において、指定管理者は、事業の参加者が

けがをした場合に対応するものとして、協定書で定められた額以上の保険金が支払わ

れる傷害保険に加入しなければならないこととされているが、支払われる保険金がこ

の額に満たない保険に加入しているものがあった。

また、保険に加入したときは、当該保険証券の写しを北海道に提出しなければなら

ないが、これを行っていないものがあった。

イ 契約に関するもの

大口定期預金による資金運用に係る利率の見積合わせにおいて、団体では、一度提示

した見積書の撤回は認めないとしているが、見積書の提示者からの申出により、提示さ

れた見積書の撤回を認めているものがあった。

ウ その他団体の経理に関するもの

(ｱ) 森林環境保全整備事業等の執行において、補助事業者は、補助事業に要した経費と

それ以外の経費とを区別することができるよう帳簿及び書類を備え、整理しておかな

ければならないが、これらを整理していないものがあった。

(ｲ) 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。

(ｳ) 公益法人会計基準においては、貸借対照表は、すべての資産、負債等の状態を明瞭

に表示するものでなければならないが、特定資産について、計上すべき金額と異なる

金額を期末残高としているものがあった。

また、団体の事業運営のために設置した部会の運営に係る収支等について、財務諸

表に計上していないものがあった。

(ｴ) 循環資源利用促進施設設備整備費補助金において、補助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、あらかじめ知事の承認を受けなければならないが、承

認を受けずに、取得した財産を担保に供しているものがあった。
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(2) 道の部局に関するもの

ア 補助事業者において、補助金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行うなどして、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。

イ 団体が道の補助金を財源として、間接補助事業者に助成金等を全額概算払したときは、

団体の補助事業の完了は、間接補助事業に係る実施状況の報告書を受理したときとなる

が、当該報告書を受理する前に、補助事業が完了したとしており、この中には、団体が

間接補助事業者に助成金を交付したが、その使途が明らかとなる実施状況の報告書を受

理していないため、補助金の対象経費の確認ができないものがあった。

また、団体が行う間接補助事業者への交付決定に当たっては、道が行った交付決定と

同一の条件を付さなければならないが、当該条件を付していないものがあった。

これらのことから、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

地調査を行うなどして、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。

ウ 団体の規定では、会計処理に関して、真実な内容を明瞭に表示することや全ての取引

について正確な記帳整理を行うことなどとされているが、団体では、補助金額のみを会

計処理の対象として経理していることから、全ての取引についての記帳整理となってお

らず、団体の事業内容を明確な計数により表示していないものがあった。

また、この補助金額のみの予算や決算により、幹事会の協議を経て、議決機関である

総会の議決を得ており、総額によらない事業計画兼収支予算書を策定し、事業を実施す

ることとしているなど、適切とは認められない事業運営となっているものがあった。

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業においては、事業実施主体である畜産クラ

スター協議会は、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているこ

となどが要件とされているが、上記のとおり、会計処理に関して、団体の事業内容を明

確な計数により表示しておらず、総額によらない事業計画兼収支予算書を策定し、事業

を実施することとしているなど、適切な事業運営を行う体制となっていないものがあっ

た。

これらのことから、団体の幹事会の構成員である道は、幹事会において、総会に付議

すべき事項である事業計画や収支予算等の確認を十分行うとともに、所管部として、団

体の適切な事業運営について指導する必要があった。

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 公益社団法人北海 令和 2年 7月 1日 １ 補助金 9,346,260円

道私学振興基金協 (1) 私立高等学校経営安定資金貸付事業費

会 補助金

(2) 北海道私学振興基金協会貸付事業費補

助金

２ 損失補償 3,703,100,000円

北海道私学振興基金協会損失補償

３ 出資 515,000,000円

2 滝澤ベニヤ株式会 令和 2年 7月 1日 補助金 17,924,000円

社 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換

促進対策事業補助金

3 株式会社稚内振興 令和 2年 7月 1日 公の施設の管理 61,565,000円

公社 北海道立宗谷ふれあい公園指定管理業務

4 社会福祉法人稚内 令和 2年 7月 2日 補助金 4,500,000円

市社会福祉事業団 老人福祉施設等整備事業費補助金

5 株式会社道央メタ 令和 2年 7月 2日 補助金 20,612,000円

ル 企業立地促進費補助金

6 日本最北端わっか 令和 2年 7月 3日 交付金 4,900,000円

ない平和マラソン 地域づくり総合交付金

大会実行委員会

7 株式会社ニチモク 令和 2年 7月 3日 補助金 149,264,338円

林産北海道 (1) 合板・製材・集成材生産性向上・品目

転換促進対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

8 北海道土地開発公 令和 2年 7月 6日 １ 補助金 45,052,734円

社 公社自主事業用地資金利子補給補助金

２ 負担金 3,417,998円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 19,084,910,114円

(1) 道単独事業用地資金貸付金
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(2) 苫小牧東部工業基地用地資金貸付金

(3) 石狩湾新港地域港湾用地資金貸付金

４ 出資 100,000,000円

５ 支払保証 31,436,985,065円

9 公益財団法人北海 令和 2年 7月 7日 １ 補助金 305,134,702円

道中小企業総合支 (1) 地域課題解決型起業支援事業補助金

援センター (2) 北海道中小企業総合支援センター事業

費補助金

(3) 事業化資金貸付事業貸倒引当金補助金

(4) 中小企業競争力強化促進事業費補助金

(5) 中小企業競争力強化促進費補助金

(6) 設備導入資金貸付事業事務費補助金

(7) 北海道中小企業総合支援センター補助

金

２ 貸付金 13,177,791,000円

(1) 中小企業新応援ファンド事業貸付金

(2) 中小企業新応援ファンド（2号ファン

ド）事業貸付金

(3) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

貸付事業貸付金

(4) 被災中小企業施設・設備整備支援事業

管理事業貸付金

(5) 小規模企業者等設備貸与事業貸付金

(6) 設備貸与事業貸付金

(7) 設備導入資金貸付事業貸付金

３ 損失補償 167,142,684円

公益財団法人北海道中小企業総合支援セ

ンター損失補償

４ 出資 5,000,000円

10 北海道信用保証協 令和 2年 7月 7日 損失補償 9,260,093,525円

会 北海道信用保証協会損失補償

11 公益財団法人北海 令和 2年 7月 7日 １ 補助金 3,982,174,826円

道農業公社 (1) 海外農業青年交流促進事業費補助金

(2) 農場リース円滑化事業費補助金

(3) 北海道農業担い手育成センター事業費

補助金

(4) 北海道就農支援資金償還免除事業費補

助金

(5) 青年新規就農者確保対策事業費補助金
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(6) 北海道農業次世代人材投資事業費補助

金

(7) 農地売買支援事業費補助金

(8) 農地中間管理事業費補助金

(9) 畜産担い手育成総合整備事業補助金

(10) 農業経営者総合サポート事業補助金

２ 交付金 26,775,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 負担金 21,414,000円

北海道農業公社担い手育成会費負担金

４ 貸付金 2,029,915,090円

(1) 農地保有合理化促進対策資金貸付金

(2) 北海道就農支援資金貸付金

５ 利子補給 76,000円

農地保有合理化促進事業利子補給金

12 社会医療法人函館 令和 2年 7月 8日 補助金 10,794,000円

博栄会 (1) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

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) 認知症疾患医療センター運営事業費補

助金

(4) 介護ロボット導入支援事業費補助金

13 一般財団法人北海 令和 2年 7月 8日 １ 損失補償 13,179,820円

道勤労者信用基金 北海道勤労者信用基金協会損失補償

協会 ２ 出資 200,000,000円

14 有限会社アクロス 令和 2年 7月 8日 公の施設の管理 7,797,012円

北海道営住宅指定管理業務

15 根室商工会議所 令和 2年 7月 9日 補助金 28,322,618円

小規模事業指導推進費補助金

16 上磯造林株式会社 令和 2年 7月 9日 補助金 10,285,808円

(1) 合板・製材・集成材生産性向上・品目

転換促進対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

17 一般社団法人釧路 令和 2年 7月10日 補助金 21,582,000円

市医師会 看護職員養成施設運営支援事業費補助金
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18 特定非営利活動法 令和 2年 7月10日 公の施設の管理 57,208,000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

森指定管理業務

19 道南いさりび鉄道 令和 2年 7月14日 １ 補助金 126,361,191円

株式会社 道南いさりび鉄道株式会社経営安定化事

業費補助金

２ 貸付金 867,496,000円

道南いさりび鉄道株式会社貸付金

３ 損失補償 520,497,000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係る損失補償

４ 出資 372,800,000円

20 北海道住宅供給公 令和 2年 7月14日 １ 負担金 857,543円

社 地方職員共済組合団体共済部負担金

２ 貸付金 27,709,000,000円

北海道住宅供給公社事業運営資金貸付金

３ 出資 24,000,000円

21 公益財団法人北海 令和 2年 7月15日 補助金 183,061,331円

道高等学校奨学会 (1) 私立高等学校等生徒奨学事業（事務局

費）補助金

(2) 私立高等学校等生徒奨学事業（返済免

除費）補助金

(3) 公立高等学校等生徒奨学事業（返済免

除費）補助金

22 公益社団法人室蘭 令和 2年 7月15日 補助金 14,410,000円

市医師会 患者情報共有ネットワーク構築事業費補助

金

23 遠別町有害鳥獣対 令和 2年 7月15日 補助金 4,584,380円

策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

24 特定非営利活動法 令和 2年 7月16日 補助金 43,050,000円

人伊達市手をつな 社会福祉施設整備費補助金

ぐ育成会

25 留萌中部森林組合 令和 2年 7月16日 補助金 26,743,712円

森林環境保全整備事業費補助金
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26 学校法人登別立正 令和 2年 7月17日 補助金 10,545,000円

学園 (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

27 株式会社産業廃棄 令和 2年 7月17日 補助金 46,666,000円

物処理センター 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

28 株式会社ヒューエ 令和 2年 8月 4日 補助金 4,996,000円

ンス リサイクル技術研究開発補助金

29 社会福祉法人恵和 令和 2年 8月 4日 補助金 70,096,240円

園 (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

30 社会福祉法人楡 令和 2年 8月 4日 補助金 39,167,535円

(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

31 社会福祉法人札幌 令和 2年 8月 5日 補助金 29,816,000円

緑花会 社会福祉施設整備費補助金

32 鵡川土地改良区 令和 2年 8月 5日 交付金 26,671,260円

農地耕作条件改善事業交付金

33 エーワン、創造設 令和 2年 8月 5日 公の施設の管理 79,737,000円

計舎コンソーシア 北海道営住宅指定管理業務

ム

34 公益財団法人北海 令和 2年 8月 6日 補助金 6,581,000円

道医療団 (1) 子育て看護職員等就業定着支援事業費

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

35 地方独立行政法人 令和 2年 7月 2 １ 補助金 264,171,956円

北海道立総合研究 日、16日、17日、 (1) 北海道立総合研究機構施設整備等補助

機構 21日、22日、 8月 金

19日～21日 (2) 循環資源利用促進重点課題研究開発事

業費補助金

２ 交付金 13,486,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金
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３ 出資 25,349,723,529円

36 ニプロ株式会社 令和 2年 8月19日 補助金 141,000,000円

企業立地促進費補助金

37 サツラク農業協同 令和 2年 9月 1日 １ 補助金 2,674,772円

組合 災害時酪農施設電源確保緊急対策事業費

補助金

２ 利子補給 1,077,065円

農業近代化資金利子補給金

38 山大産業株式会社 令和 2年 9月 1日 補助金 65,304,192円

(1) 合板・製材・集成材生産性向上・品目

転換促進対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

39 北海道公立大学法 令和 2年 9月 2日 １ 補助金 437,843,790円

人札幌医科大学 ～ 4日 (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) 実践的手術手技向上研修実施機関設備

整備事業費補助金

(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) 周産期母子医療センター運営事業費補

助金

(8) 産科医・小児科医養成支援特別対策事

業費補助金

(9) 医学生等地域医療体験学習支援事業費

補助金

(10) 医師就労支援事業費補助金

(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機能強化事業費

補助金

２ 交付金 6,673,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費

交付金
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３ 貸付金 2,217,777,750円

北海道公立大学法人札幌医科大学長期貸

付金

４ 出資 43,825,020,000円

40 余市商工会議所 令和 2年 9月 2日 補助金 16,873,657円

小規模事業指導推進費補助金

41 一般財団法人北方 令和 2年 9月 2日 公の施設の管理 170,889,000円

文化振興協会 (1) 北海道立北方民族博物館指定管理業務

(2) 北海道立オホーツク公園指定管理業務

42 倶知安土地改良区 令和 2年 9月 3日 補助金 8,512,323円

農地農業用施設災害復旧事業等補助金

43 一般社団法人オホ 令和 2年 9月 3日 補助金 7,000,000円

ーツク森林産業振 オホーツク森林産業振興協会事業補助金

興協会

44 公益財団法人北見 令和 2年 9月 4日 公の施設の管理 59,956,000円

市スポーツ協会 北海道立北見体育センター指定管理業務

45 株式会社キタヒロ 令和 2年 9月 8日 補助金 26,250,000円

開発 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

46 株式会社セキュメ 令和 2年 9月 8日 公の施設の管理 38,880,664円

ント 北海道営住宅指定管理業務

47 学校法人旭川学園 令和 2年 9月 9日 補助金 27,322,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

48 医療法人社団恵愛 令和 2年 9月 9日 補助金 40,528,000円

会 (1) 有床診療所等スプリンクラー等施設整

備事業費補助金

(2) 老人福祉施設等整備事業費補助金

49 再生可能エネルギ 令和 2年 9月 9日 補助金 287,000,380円

ー地産地消のまち エネルギー地産地消事業化モデル支援事業

づくりコンソーシアム 費補助金

50 一般財団法人北海 令和 2年 9月 9日 公の施設の管理 92,065,000円

道子どもの国協会 (1) 北海道子どもの国指定管理業務
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(2) 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

51 公益財団法人北海 令和 2年 9月 9日 公の施設の管理 126,976,000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

52 学校法人旭川つく 令和 2年 9月10日 補助金 20,655,000円

し学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

53 帯広市川西農業協 令和 2年 9月10日 １ 補助金 4,578,155円

同組合 (1) 消費・安全対策事業補助金

(2) グローバル産地づくり推進事業補助金

(3) 農家負担軽減支援特別対策自作農維持

資金利子助成事業補助金

２ 交付金 376,022,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 利子補給 5,476,618円

農業近代化資金利子補給金

54 蛾眉野林産協同組 令和 2年 9月10日 補助金 11,450,000円

合 合板・製材・集成材生産性向上・品目転換

促進対策事業補助金

55 公益財団法人とか 令和 2年 9月11日 １ 補助金 32,788,704円

ち財団 (1) 地域食品加工技術センター運営事業費

補助金

(2) 先端技術の導入支援等による地域企業

生産性向上事業費補助金

２ 貸付金 251,760,000円

中小企業高度化資金貸付金

３ 公の施設の管理 28,798,000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

56 八雲商工会 令和 2年 9月11日 １ 補助金 24,228,105円

小規模事業指導推進費補助金

２ 貸付金 7,148,000円

中小企業高度化資金貸付金

57 アライ地所株式会 令和 2年 9月11日 公の施設の管理 78,099,857円

社 北海道営住宅指定管理業務
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58 株式会社ミチウエ 令和 2年 9月29日 補助金 86,666,000円

循環資源利用促進施設設備整備費補助金

59 メイトク北海道株 令和 2年 9月29日 補助金 23,025,000円

式会社 企業立地促進費補助金

60 一般社団法人パレ 令和 2年 9月30日 補助金 106,402,000円

ット 社会福祉施設整備費補助金

61 特定非営利活動法 令和 2年 9月30日 公の施設の管理 62,384,000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

62 根釧ＮＥＴ・クロ 令和 2年 9月30日 公の施設の管理 107,375,000円

エ＿コンソーシア (1) 北海道青少年体験活動支援施設ネイパ

ム ル厚岸指定管理業務

(2) 北海道青少年体験活動支援施設ネイパ

ル北見指定管理業務

63 十勝バス株式会社 令和 2年10月 1日 補助金 117,182,000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

(3) 車両減価償却費等補助金

64 公益財団法人オホ 令和 2年10月 1日 公の施設の管理 79,896,450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

65 釧路コールマイン 令和 2年10月 1日 補助金 70,000,000円

株式会社 (1) 炭鉱保安確保設備整備費補助金

(2) 坑内採炭設備整備費補助金

66 社会福祉法人音更 令和 2年10月 2日 補助金 506,102,000円

晩成園 社会福祉施設整備費補助金

67 一般財団法人釧路 令和 2年10月 2日 公の施設の管理 93,116,032円

市住宅公社 北海道営住宅指定管理業務

68 緑と観光のジョイ 令和 2年10月 2日 公の施設の管理 51,057,000円

グループ 北海道立オホーツク流氷公園指定管理業務



- 15 -

69 学校法人清水学園 令和 2年10月 6日 補助金 47,624,000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

70 岩倉化学工業株式 令和 2年10月 6日 補助金 11,746,000円

会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

71 学校法人札幌双葉 令和 2年10月 7日 補助金 41,449,000円

学園 私立幼稚園等管理運営費補助金

72 サンマルコ食品株 令和 2年10月 7日 補助金 82,297,000円

式会社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

73 北清えさし株式会 令和 2年10月 7日 補助金 37,500,000円

社 循環資源利用促進施設設備整備費補助金

74 有限会社滝田木材 令和 2年10月 7日 補助金 233,271,000円

合板・製材・集成材生産性向上・品目転換

促進対策事業補助金

75 別海町森林組合 令和 2年10月 7日 補助金 119,947,278円

(1) 合板・製材・集成材生産性向上・品目

転換促進対策事業補助金

(2) 森林環境保全整備事業補助金

(3) 森林保護事業補助金

(4) 林業機械レンタル集荷モデル実証事業

費補助金

76 学校法人大雪学園 令和 2年10月 8日 補助金 22,357,000円

私立幼稚園等管理運営費補助金

77 渡辺建設工業株式 令和 2年10月 8日 公の施設の管理 22,773,700円

会社 北海道営住宅指定管理業務

78 辻久建設、オオフ 令和 2年10月 8日 公の施設の管理 15,939,440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

79 一般財団法人函館 令和 2年10月 9日 公の施設の管理 192,362,040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
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80 株式会社中標津都 令和 2年10月 9日 公の施設の管理 58,385,000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

81 株式会社スポート 令和 2年10月 9日 公の施設の管理 70,888,000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

82 北海道150年映像 令和 2年10月13日 負担金 15,000,000円

と音楽による特別 北海道150年映像と音楽による特別イベン

イベント実行委員 ト実行委員会負担金

会

83 株式会社ダイナッ 令和 2年10月13日 補助金 68,389,000円

クス 企業立地促進費補助金

84 大旺鋼球製造株式 令和 2年10月13日 補助金 40,993,000円

会社 企業立地促進費補助金

85 空知中央バス株式 令和 2年10月14日 補助金 22,420,000円

会社 地域間幹線系統確保維持事業費補助金

86 株式会社ダイエッ 令和 2年10月14日 補助金 52,250,000円

トクック白老 企業立地促進費補助金

87 株式会社Ｈ＆Ｍ 令和 2年10月14日 補助金 28,847,932円

森林環境保全整備事業費補助金

88 有限会社藤原工産 令和 2年10月14日 公の施設の管理 73,017,621円

北海道営住宅指定管理業務

89 木質バイオマスエ 令和 2年10月15日 補助金 24,415,000円

ネルギー推進コン 新エネルギー導入支援事業費補助金

ソーシアム

90 北見市鳥獣被害防 令和 2年10月15日 補助金 7,514,420円

止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

91 井上産業株式会社 令和 2年10月16日 補助金 15,913,000円

合板・製材・集成材生産向上・品目転換促

進対策事業費補助金
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92 Ｏ＆Ｒ名寄建物コ 令和 2年10月16日 公の施設の管理 11,299,660円

ンソーシアム 北海道営住宅指定管理業務

93 当別町木質バイオ 令和 2年11月 5日 補助金 29,825,000円

マス地域アライア 新エネルギー導入支援事業費補助金

ンス

94 公益社団法人北海 令和 2年11月 5日 １ 補助金 26,835,000円

道栽培漁業振興公 (1) 栽培漁業地域展開事業補助金

社 (2) マツカワ栽培漁業実証事業補助金

２ 出資 2,500,000,000円

95 一般社団法人北海 令和 2年11月 6日 １ 補助金 12,706,000円

道消費者協会 北海道消費者協会運営事業補助金

２ 公の施設の管理 141,902,149円

北海道立消費生活センター指定管理業務

96 公益社団法人北海 令和 2年11月 6日 １ 補助金 61,800,000円

道農産基金協会 野菜価格安定対策費補助金

２ 出資 1,070,000,000円

97 株式会社北海道エ 令和 2年11月11日 １ 補助金 25,975,505円

アシステム 離島航空路線維持対策事業補助金

２ 交付金 56,714,333円

特定有人国境離島地域航空路運賃低廉化

事業交付金

３ 貸付金 867,000,000円

地域総合整備資金貸付金

98 公益社団法人北海 令和 2年11月12日 補助金 65,743,977円

道ろうあ連盟 (1) 介護従事者確保総合推進事業費補助金

(2) 手話通訳者設置事業費補助金

(3) 聴覚障がい者情報提供施設運営費補助

金

(4) 遠隔手話サービス事業費補助金

(5) 障がい者相談員設置事業補助金

(6) 聴覚障がい者福祉推進事業費補助金

99 三甲株式会社 令和 2年11月13日 補助金 83,509,000円

企業立地促進費補助金
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100 北海道ソラサンフ 令和 2年11月13日 補助金 15,065,000円

ーズ株式会社 企業立地促進費補助金

101 一般財団法人北海 令和 3年 2月16日 公の施設の管理 606,778,917円

道住宅管理公社 北海道営住宅指定管理業務

102 一般社団法人北海 令和 3年 2月17日 補助金 15,027,000円

道貿易物産振興会 貿易物産振興事業費補助金

103 北海道新規就農酪 令和 3年 2月18日 補助金 382,200,000円

農・畜産クラスタ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

ー協議会 補助金

104 公益財団法人北海 令和 3年 2月19日 補助金 35,073,000円

道青少年育成協会 青少年育成推進事業費補助金

105 公益財団法人北海 令和 3年 2月25日 １ 補助金 158,104,707円

道スポーツ協会 (1) スポーツ競技力向上推進費補助金

(2) 国民体育大会派遣費補助金

(3) スポーツ団体活動費補助金

(4) スポーツ王国北海道事業費補助金

２ 公の施設の管理 305,603,000円

北海道立総合体育センター指定管理業務

106 一般財団法人北海 令和 3年 2月25日 公の施設の管理 175,374,000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

107 エムエムエスマン 令和 3年 3月 1日 公の施設の管理 181,848,824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

108 公益財団法人北海 令和 3年 3月 2日 公の施設の管理 148,042,000円

道文学館 北海道立文学館指定管理業務


