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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２年度財政的援助団体等監査においては、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104団体を選定した。

しかし、新型コロナウイルス感染症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６団体の監査を中止し、98団体について、令和３年６月から令和

４年２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、監査実施年月日、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２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。

なお、監査実施団体に対する指摘事項については、当該団体又は当該補助事業等を所管す

る道の部局に対し指導を行うよう求めることとし、その内訳は、次表の「道の部局」に示し

ている(※)。

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 12 1 1 1 1

社 団 法 人 注2 7 3 5 1 1 1 2 2

学 校 法 人 24 6 9 2 1 2 2 2 7

社 会 福 祉 法 人 9 1 1 1 1

医 療 法 人 1

商工会議所・商工会 5 1 1 1 1

株式会社・有限会社 9

特定非営利活動法人 1

そ の 他 30 5 6 4 1 1 6

合 計 98 17 23 3 6 2 2 1 4 3 18 2

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 ３件

監査の結果、指摘事項としたものは、次のとおりである。

(1) 介護従事者確保総合推進事業補助金において、補助対象とならない事業着手日以前の経

費及び翌年度事業に要する経費を補助対象経費としたことから、補助金47万1,330円が過大

となっていた。 （学校法人吉田学園）

(2) 私立専修学校等管理運営費補助金において、補助金の配分額の基礎となる教員数を誤っ

たことから、補助金13万円が過大となっていた。

また、私立専門学校修学支援補助金において、対象となる学生数を誤ったことなどか

ら、補助金12万3,400円が過大となっていた。

さらに、当該補助金において、授業料及び入学金の減免額を誤ったことから、学生に対

して減免が過大となっているものが、３名分、８万100円、減免を行っていないものが、

１名分、29万5,000円あった。 （学校法人吉田学園）

(3) 道の補助事業の執行については、補助事業者等は善良な管理者の注意をもって行わなけ

ればならないが、補助事業の執行に当たり、補助事業者は大部分の業務を他の団体に担わ

せ、進捗状況も把握しておらず、帳簿も一部を除き他の団体が保存しているなど、適切と

は認められない補助事業の執行体制となっていた。

また、補助金交付申請において、団体の議決機関に予算案を提出することを確約してい

たが、これを行っていなかった。

さらに、正味財産増減計算書には、当該年度における正味財産の全ての増減内容を明瞭

に表示しなければならないが、補助事業に係る収入と支出を含めていなかった。

（一般社団法人北海道ハイヤー協会）

４ 指導事項 18件

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) 道との土地信託契約では、団体は、信託の収支計算について道へ報告しなければな

らないとされており、この報告には、処理に誤りがあった場合は、その事実や処理方

法の是正の内容を含むものであるが、収支計算の取扱いにおいて、団体の規程によら

ず賃料の処理をしているものがあったことから、団体はこれを是正して道へ収支報告

を行ったものの、処理に誤りがあったこと及び処理方法を是正したことについて、報

告をしていないものがあった。

(ｲ) 私立幼稚園等管理運営費補助金において、補助事業等が完了したときは、補助事業

等実績報告書に事業決算の内容を記載した事業精算書を添付し、知事に提出しなけれ

ばならないが、事業精算書に決算額ではなく、予算額を記載して提出しているものが

あった。

(ｳ) 団体が道の補助金を財源として、他団体に対し交付した助成金については、間接補

助金に該当し、この場合にあっては、団体は、間接補助事業者への交付決定に当た
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り、道が交付決定の際に付した条件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２件あった。

(ｴ) 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、補助対象とならな

い前年度に係る手当を補助対象経費に含めているものがあった。

(ｵ) 指定管理業務に係る資金の管理について、協定書では、他の会計と区分して経理

し、独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならないとされているが、これ

を行っていないものあった。

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、期末手当の支給額については、支給の都度理事会で決定すること

とされているが、これを行っていないものがあった。

ウ 契約に関するもの

(ｱ) 社会福祉施設整備費補助金において、当該施設整備事業の入札に係る予定価格につ

いて、実施設計に基づき理事会で決定していたが、これと異なる予定価格により入札

を実施し、理事会で決定した予定価格を上回る金額で契約しているものがあった。

また、予定価格及び最低制限価格の設定方法等については、決定書等により法人と

しての決定状況を明確に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) 企画提案の内容及び金額により契約の相手方を決定する事業において、審査の結果

を契約予定者に通知した後、契約予定者からの追加提案事項を受け入れて契約したこ

とから、契約金額が公募した際の企画提案指示書における予算上限額を超えているも

のがあった。

エ 財産管理に関するもの

団体の規程では、団体が借用する固定資産については、団体の固定資産に準じ、固定

資産台帳を備え、その増減等を記録しなければならないが、医療総合情報システムの賃

貸借契約において借用したサーバやアプリケーションなどの固定資産について、当該台

帳に記録していないものがあった。

オ その他団体の経理に関するもの

(ｱ) 団体の規程では、事業計画及び収支予算については、幹事会の承認を得た後、事業

開始前に総会の議決を得なければならないが、事業開始後に開催した総会において議

決を得ているものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、事業計画については、毎会計年度開始前に理事長が編成し、あら

かじめ評議員会の意見を聴き、理事会において議決を得なければならないが、事業計

画を作成していないものがあった。
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(ｳ) 団体の規程では、予算について、あらかじめ評議員会の同意を得て、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、これらを年度開始後に行っているもの

があった。

また、決算については、毎会計年度終了後２か月以内に評議員会に報告し、その同

意を得なければならないが、これらを行っていないものがあった。

さらに、学校法人は、毎会計年度、事業計画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。

(ｴ) 団体の規程では、予算、決算は、経常会計及び特別会計により構成することとさ

れ、このうち経常会計には、一般会計や中小企業相談所会計などの会計区分を設けて

いることから、収支決算については、それぞれ該当する会計別に作成することとなる

が、「新北海道スタイル」構築促進事業に係る補助金の収支について、中小企業相談

所会計において整理し決算を行うべきところ、収入について一般会計により決算を行

っているものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

ア 補助事業者において、補助対象とならない事業着手日以前の経費及び翌年度事業に要

する経費を補助対象経費としたもの、補助金の配分額の基礎となる教員数を誤ったもの

があり、このため補助金が過大となっているものなどがあった。

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ことが必要なものが２件あった。

イ 道の補助事業の執行については、補助事業者等は善良な管理者の注意をもって行わな

ければならないが、補助事業の執行に当たり、補助事業者は大部分の業務を他の団体に

担わせ、進捗状況も把握しておらず、帳簿も一部を除き他の団体が保存しているなど、

適切とは認められない補助事業の執行体制となっているものがあった。

また、補助金交付申請において、団体の議決機関に予算案を提出することを確約して

いたが、これを行っていないものがあった。

さらに、正味財産増減計算書には、当該年度における正味財産の全ての増減内容を明

瞭に表示しなければならないが、補助事業に係る収入と支出を含め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、適切な事務処理を行うよう指導するととも

に、補助事業者の選定に当たっては、団体の事業執行体制について確認することが必要

なものがあった。

５ 検討事項 ２件

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) 職業病・労働災害対策事業において、補助事業者は研修や講習会の受講料収入を得てい
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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の取扱いについ

て定めていないことから、当該補助事業に係る補助金の算定における受講料収入の取扱い

について検討する必要がある。

(2) ぐるっと北海道・公共交通利用促進補助事業において、補助対象経費は割引乗車券等の

販売に際し、購入者に対して割引した額などとされ、団体は、印刷製本に要した経費など

のほか、販売時の割引額と同額の補助金の交付を受けている。

一方、団体やタクシー事業者等においては、販売した割引乗車券等の利用に応じた精算

を行っており、この結果、割引乗車券の購入者が使用しなかった当該乗車券の券面金額相

当額が、精算を行う事業者等において残留していることから、その取扱について検討する

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 北海道土地開発公社 令和 3年 6月30日 １ 補助金 45,970,256円

公社自主事業用地資金利子補給補助金

２ 負担金 3,817,020円

地方職員共済組合団体共済部負担金

３ 貸付金 18,785,301,251円

(1) 道単独事業用地資金貸付金

(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 支払保証 30,569,241,086円

５ 出資 100,000,000円

2 北海道信用保証協会 令和 3年 7月 1日 １ 損失補償 19,824,864,346円

北海道信用保証協会損失補償

２ 利子補給 8,152,059,419円

北海道信用保証協会保証料補給金

3 公益社団法人北海道 令和 3年 7月 6日 １ 補助金 9,345,958円

私学振興基金協会 私立高等学校経営安定資金貸付事業費補助

金

２ 損失補償 3,678,000,000円

北海道私学振興基金協会損失補償

３ 出資 515,000,000円

4 一般財団法人北海道 令和 3年 7月 6日 損失補償 13,179,820円

勤労者信用基金協会 北海道勤労者信用基金協会損失補償

5 公益財団法人北海道 令和 3年 7月 8日 １ 補助金 309,798,913円

中小企業総合支援セ (1) 地域課題解決型起業支援事業費補助金

ンター (2) 地域リモートビジネス支援緊急対策事業

費補助金

(3) 北海道中小企業総合支援センター事業費

補助金

(4) 事業化資金貸付事業貸倒引当金補助金

(5) 中小企業競争力強化促進事業費補助金

(6) 設備導入資金貸付事業事務費事業補助金

２ 貸付金 13,277,587,000円

(1) 中小企業新応援ファンド事業貸付金
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(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・設備整備支援貸付事

業貸付金

(4) 被災中小企業施設・設備整備支援管理事

業貸付金

(5) 小規模企業者等設備貸与事業貸付金

(6) 設備貸与事業資金貸付金

(7) 設備導入資金貸付事業貸付金

３ 損失補償 95,270,284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 利子補給 11,474,422,143円

新型コロナウイルス感染症対応資金利子補

給金

５ 出資 5,000,000円

6 道南いさりび鉄道株 令和 3年 7月12日 １ 補助金 208,403,954円

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 433,747,500円

道南いさりび鉄道株式会社貸付金の初期投

資に要する資金に係る損失補償

４ 出資 372,800,000円

7 公益財団法人北海道 令和 3年 7月13日 補助金 45,648,967円

科学技術総合振興セ (1) イノベーション創出研究支援事業費補助

ンター 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

(3) 市場動向対応型研究開発支援事業費補助

金

(4) テレワーク導入支援補助金

8 社会福祉法人ひのき 令和 3年 7月14日 補助金 17,252,760円

会 軽費老人ホーム運営費補助金

9 北海道住宅供給公社 令和 3年 7月15日 １ 負担金 947,960円

地方職員共済組合団体共済部負担金

２ 貸付金 23,193,000,000円
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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

10 みずほ信託銀行株式 令和 3年 7月16日 信託

会社 土地信託

11 公益財団法人北海道 令和 3年 7月19日 １ 補助金 2,082,950,211円

農業公社 ～21日 (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) 農業経営者総合サポート事業補助金

(7) 農地売買支援事業補助金

(8) 農地中間管理機構事業補助金

(9) 畜産担い手育成総合整備事業補助金

２ 交付金 57,802,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 負担金 20,794,000円

北海道農業公社担い手育成会費負担金

４ 貸付金 1,672,928,188円

(1) 農地保有合理化促進対策資金貸付金

(2) 就農支援資金道貸付金

５ 損失補償 56,667,546,305円

公益財団法人北海道農業公社損失補償

６ 利子補給 47,000円

農地保有合理化促進事業利子補給金

12 学校法人川畠学園 令和 3年 8月 4日 補助金 40,255,000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

13 社会福祉法人釧路の 令和 3年 8月 5日 補助金 227,100,000円

ぞみ協会 社会福祉施設整備費補助金

14 医療法人扶恵会 令和 3年 8月 6日 １ 補助金 5,637,000円

(1) 子育て看護職員等就労定着支援事業費補

助金

(2) 医師就労支援事業費補助金

２ 交付金 10,439,000円

(1) 介護及び障がい福祉サービス事業所・施
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設等における感染症対策支援事業交付金

(2) 医療機関・薬局等における感染拡大防止

等支援事業交付金

15 地方独立行政法人 令和 3年 7月14日 １ 補助金 329,668,183円

北海道立総合研究機 ～16日、 8月18日 (1) 北海道立総合研究機構施設整備等補助金

構 ～20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 13,396,000,000円

北海道立総合研究機構運営費交付金

３ 負担金 759,000円

ＩＣＴ技術等を活用したコンブ生産増大対

策事業負担金

４ 出資 25,349,723,529円

16 学校法人北照高等学 令和 3年10月 5日 補助金 203,821,217円

校 (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

(5) 結核予防費補助金

17 学校法人絆学園 令和 3年10月 6日 補助金 63,243,000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

(3) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業補助金

(4) 社会福祉施設等感染防止対策事業補助金

(5) 児童福祉施設等感染防止対策事業補助金

18 芽室町商工会 令和 3年10月 6日 補助金 24,280,318円

(1) 「新北海道スタイル」構築促進事業費補

助金

(2) 小規模事業指導推進費補助金

19 空知土地改良区 令和 3年10月 6日 １ 補助金 51,322,260円

農地整備事業補助金

２ 交付金 41,012,800円

(1) 農地耕作条件改善事業交付金

(2) 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付

金
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20 学校法人三幸学園 令和 3年10月 7日 補助金 285,920,400円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 私立専門学校修学支援補助金

21 学校法人帯広渡辺学 令和 3年10月 7日 補助金 343,409,137円

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

(5) 結核予防費補助金

22 一般財団法人北海道 令和 3年10月 7日 公の施設の管理 400,136,000円

歴史文化財団 北海道立総合博物館指定管理業務

23 十勝清水バイオガス 令和 3年10月 8日 補助金 50,000,000円

町内利用コンソーシ 新エネルギー導入支援事業費補助金

アム

24 北海道信用漁業協同 令和 3年10月 8日 １ 貸付金 398,675,000円

組合連合会 水産加工振興資金貸付金

２ 利子補給 304,857,882円

(1) 漁業近代化資金利子補給金

(2) 漁業振興資金利子補給金

(3) 漁業経営改善促進資金利子補給金

(4) 漁業近代化漁船整備特別対策資金利子補

給金

(5) 漁協経営緊急支援資金利子補給金

25 なかそらち森林組合 令和 3年10月 8日 補助金 64,671,430円

(1) 森林環境保全整備事業費補助金

(2) 苗木安定供給推進事業補助金

26 学校法人駒澤大学 令和 3年10月12日 補助金 438,815,182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

(5) 結核予防費補助金

27 学校法人滋慶学園 令和 3年10月13日 補助金 220,510,000円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 私立専門学校修学支援補助金
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(3) 看護職員養成施設運営支援事業費補助金

28 学校法人海星学院 令和 3年10月13日 補助金 212,176,380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

(7) 子育て支援対策事業費補助金

29 公益財団法人北海道 令和 3年10月13日 １ 補助金 26,255,603円

地域活動振興協会 地域活動推進事業費補助金

２ 公の施設の管理 29,073,500円

北海道立市民活動促進センター指定管理業

務

30 一般財団法人道民活 令和 3年10月14日 公の施設の管理 342,992,000円

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

31 北海道はまなす食品 令和 3年10月14日 出資 25,000,000円

株式会社

32 大岡技研株式会社 令和 3年10月14日 補助金 79,249,000円

企業立地促進費補助金

33 沙流川森林組合 令和 3年10月14日 補助金 75,646,314円

森林環境保全整備事業費補助金

34 むかわ町商工会 令和 3年10月15日 補助金 23,194,865円

(1) 「新北海道スタイル」構築促進事業費補

助金

(2) 中小・小規模事業者感染予防対策等緊急

支援事業補助金

(3) 小規模事業指導推進費補助金

35 公益財団法人道央産 令和 3年10月15日 １ 補助金 6,000,000円

業振興財団 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 出資 425,000,000円

36 一般社団法人北海道 令和 3年10月15日 １ 補助金 1,118,210,140円
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軽種馬振興公社 (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

２ 出資 5,000,000円

37 学校法人吉田学園 令和 3年11月 1日 １ 補助金 238,965,030円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 私立専門学校修学支援補助金

(3) 介護従事者確保総合推進事業補助金

(4) 私立専門学校生への経済的支援等事業補

助金

２ 負担金 268,740円

新型コロナウイルス感染症医療搬送体制等

確保事業負担金

38 学校法人苫小牧学園 令和 3年11月 1日 補助金 85,869,366円

(1) 私立学校等管理運営対策費補助金

(2) 私立専修学校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

39 一般社団法人北海道 令和 3年11月 1日 補助金 122,540,274円

ライブ・エンタテイ (1) 文化芸術活動応援事業費補助金

ンメント連絡協議会 (2) 感染拡大防止ガイドライン策定普及モデ

ル事業費補助金

40 学校法人片柳学園 令和 3年11月 2日 補助金 86,136,690円

(1) 私立学校等管理運営対策費補助金

(2) 私立専修学校等管理運営費補助金

(3) 私立専門学校修学支援補助金

(4) 結核予防費補助金

41 洞爺湖町鳥獣被害 令和 3年11月 2日 補助金 25,498,800円

防止対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

42 岩見沢市有害鳥獣 令和 3年11月 2日 補助金 6,604,500円

対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

43 安平町鳥獣被害防止 令和 3年11月 2日 補助金 6,500,680円

対策協議会 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

44 学校法人小池学園 令和 3年11月 4日 補助金 26,132,000円

(1) 私立幼稚園等管理運営費補助金
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(2) 子育て支援対策事業費補助金

45 北海道ホテル旅館生 令和 3年11月 4日 補助金 143,809,000円

活衛生同業組合 感染拡大防止ガイドライン策定普及モデル事

業費補助金

46 学校法人札幌龍谷学 令和 3年11月 5日 補助金 458,430,300円

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

47 学校法人創成学園 令和 3年11月 5日 補助金 455,483,200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) 私立高等学校等学び直し支援金

(7) 子育て支援対策事業費補助金

48 プリマハム株式会社 令和 3年11月 9日 補助金 50,133,000円

循環資源利用促進設備整備費補助金

49 駆け込みシェルター 令和 3年11月 9日 補助金 8,961,400円

とかち (1) 民間シェルター活動強化事業補助金

(2) 北海道配偶者暴力被害者等支援調査研究

事業費補助金

(3) 民間シェルター配偶者暴力被害者相談体

制強化事業費補助金

50 公益財団法人新千歳 令和 3年11月10日 １ 補助金 792,198,866円

空港周辺環境整備財 (1) 公益財団法人新千歳空港周辺環境整備財

団 団運営事業費補助金

(2) 新千歳空港周辺地域振興基金運用益見合

補助金

(3) 新千歳空港周辺地域振興基金造成事業費

補助金

(4) 千歳市空港周辺地域生活環境等対策基金

造成補助金

(5) 住宅防音対策助成事業費補助金

(6) 新千歳空港周辺地域振興特別対策事業費
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補助金

２ 出資 27,000,000円

51 公益社団法人北海道 令和 3年11月10日 １ 補助金 25,774,000円

観光振興機構 ～11日 観光プロモーション推進事業補助金

２ 負担金 1,303,116,000円

(1) 広域連携ＤＭＯとしての北海道インバウ

ンド戦略立案事業負担金

(2) インバウンド対応ビジネスモデル形成事

業負担金

(3) 温泉ツーリズム推進事業負担金

(4) 観光人材育成事業負担金

(5) サイクルツーリズム推進事業負担金

(6) ユニバーサルツーリズム推進事業負担金

(7) 民族共生象徴空間誘客促進・地域連携事

業負担金

(8) 地域の魅力を活かした観光地づくり推進

事業負担金

(9) 広域観光周遊促進事業負担金

(10) アドベンチャートラベル受入整備・ブラ

ンド力向上事業負担金

(11) 北海道教育旅行活性化事業負担金

(12) 国内誘客促進強化事業負担金

(13) 海外誘客プロモーション推進事業費負担

金

(14) どさんこ旅サロンの運営・利用促進事業

負担金

(15) 地域偏在解消誘客促進事業負担金

(16) 北海道観光誘致推進事業負担金

(17) 観光誘客促進道民割引事業負担金

(18) ＭＩＣＥ誘致支援事業負担金

52 社会福祉法人古平福 令和 3年11月12日 補助金 290,115,240円

祉会 北海道原子力災害対策事業費補助金

53 社会福祉法人後志報 令和 3年11月15日 補助金 405,050,000円

恩会 北海道原子力災害対策事業費補助金

54 特定非営利活動法人 令和 3年11月16日 補助金 5,578,900円

ウィメンズネット・ (1) 民間シェルター活動強化事業補助金

マサカーネ (2) 北海道配偶者暴力被害者等支援調査研究

事業費補助金
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(3) 民間シェルター配偶者暴力被害者相談体

制強化事業費補助金

55 ＤＲＩＶＥ ＩＮ室 令和 3年11月17日 交付金 5,000,000円

蘭花火大会実行委員 地域づくり総合交付金

会

56 一般社団法人北海道 令和 3年11月17日 補助金 259,769,283円

医師会 (1) 休日夜間診療確保対策費補助金

(2) 救急医療体制確保事業費補助金

(3) 臨床研修医研修・交流事業費補助金

(4) 医師就労支援事業費補助金

(5) 職業病・労働対策事業補助金

57 北海道商店街振興組 令和 3年11月18日 補助金 78,718,071円

合連合会 (1) 商店街振興対策事業補助金

(2) 商店街域内消費喚起事業費補助金

58 第４４回全国育樹祭 令和 3年11月24日 負担金 8,002,000円

北海道実行委員会 第４４回全国育樹祭北海道実行委員会北海道

負担金

59 北海道公立大学法人 令和 3年12月 6日 １ 補助金 4,642,371,991円

札幌医科大学 ～ 8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) 北海道公立大学法人札幌医科大学修学支

援事業費補助金

(4) 北海道公立大学法人札幌医科大学新型コ

ロナウィルス感染症対策費補助金

(5) 北海道公立大学法人札幌医科大学施設整

備構想関連事業補助金

(6) 小児救命救急医療体制整備支援事業費補

助金

(7) 北海道緊急時医療活動施設整備費補助金

(8) 防災訓練等参加事業費補助金

(9) 周産期母子医療センター運営事業費補助

金

(10) 産科医・小児科医養成支援特別対策事業

費補助金

(11) 医師就労支援事業費補助金
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(12) 新人看護職員臨床実践能力向上研修支援

事業費補助金

(13) 感染症検査機関等設備整備費補助金

(14) 感染症医療提供体制整備事業費（新型コ

ロナウイルス感染症患者等入院医療機関設

備整備事業費）補助金

(15) 感染症医療提供体制整備事業費（新型コ

ロナウイルス感染症重点医療機関等設備整

備事業費）補助金

(16) 感染患者早期受入協力医療機関支援金支

給事業補助金

(17) 感染症病床確保促進事業費補助金

(18) がん診療連携拠点病院等機能強化事業費

補助金

２ 交付金 7,390,000,000円

北海道公立大学法人札幌医科大学運営費交

付金

３ 貸付金 2,187,718,750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

60 学校法人沼ノ端学園 令和 3年12月 9日 補助金 66,792,000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

(3) テレワーク導入支援補助金

61 学校法人共育の森学 令和 3年12月 9日 補助金 261,039,670円

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

(5) 看護職員養成施設運営支援事業費補助金

(6) 結核予防費補助金

62 一般社団法人北海道 令和 3年12月14日 １ 補助金 86,404,555円

造林協会 森林整備担い手対策推進事業補助金

２ 貸付金 6,327,000円

林業就業促進資金貸付金

63 学校法人角谷学園 令和 3年12月15日 補助金 58,743,000円

(1) 私立幼稚園等管理運営費補助金
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(2) 子育て支援対策事業費補助金

64 株式会社村田組 令和 3年12月15日 補助金 26,356,000円

循環資源利用促進施設整備費補助金

65 学校法人高陽学園 令和 3年12月16日 補助金 64,792,000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

66 津別単板協同組合 令和 3年12月16日 補助金 38,069,000円

循環資源利用促進施設整備費補助金

67 一般社団法人北海道 令和 3年12月17日 補助金 82,191,145円

ハイヤー協会 ぐるっと北海道・公共交通利用促進補助事業

補助金

68 大空町商工会 令和 3年12月17日 補助金 18,133,713円

(1) 「新北海道スタイル」構築促進事業費補

助金

(2) 中小・小規模事業者感染予防対策等緊急

支援事業費補助金

(3) 小規模事業指導推進費補助金

69 有限会社下段モータ 令和 3年12月20日 補助金 7,870,000円

ース (1) 地域間幹線系統確保維持事業費補助金

(2) 車両減価償却費等補助金

70 登別市市制施行50周 令和 3年12月21日 交付金 2,500,000円

年記念事業市民実行 地域づくり総合交付金

委員会

71 社会福祉法人名寄市 令和 3年12月21日 補助金 36,089,185円

社会福祉事業団 軽費老人ホ－ム運営費補助金

72 株式会社標津介護サ 令和 3年12月21日 補助金 30,750,000円

ービス 社会福祉施設整備費補助金

73 社会福祉法人新生会 令和 3年12月22日 補助金 20,427,000円

社会福祉施設整備費補助金

74 中標津町森林組合 令和 3年12月22日 補助金 32,270,916円

森林環境保全整備事業費補助金
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73 社会福祉法人富良野 令和 3年12月23日 補助金 3,153,000円

あさひ郷 (1) 介護サ－ビス提供基盤等整備事業費補助

金

(2) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業補助金

76 根室市 令和 3年12月23日 公の施設の管理 65,969,000円

～24日 北海道立北方四島交流センター指定管理業務

77 そらち森林組合 令和 4年 1月12日 補助金 52,260,664円

(1) 森林環境保全整備事業費補助金

(2) 苗木安定供給推進事業補助金

78 社会福祉法人しべつ 令和 4年 1月13日 補助金 89,100,000円

福祉会 社会福祉施設整備費補助金

79 きたそらち農業協同 令和 4年 1月13日 １ 補助金 615円

組合 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 43,212,000円

農地耕作条件改善事業交付金

３ 貸付金 21,010,000円

就農支援資金貸付金

４ 利子補給金 1,389,448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

80 剣淵商工会 令和 4年 1月14日 補助金 18,049,932円

(1) 「新北海道スタイル」構築促進事業費補

助金

(2) 中小・小規模事業者感染予防対策等緊急

支援事業費補助金

(3) 小規模事業指導推進費補助金

81 神竜土地改良区 令和 4年 1月14日 補助金 40,356,800円

(1) 農地整備事業補助金

(2) 農村地域防災減災事業補助金

82 函館商工会議所 令和 4年 1月18日 補助金 45,874,323円

(1) 「新北海道スタイル」構築促進事業費補

助金
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(2) 小規模事業指導推進費補助金

83 学校法人美幌大谷学 令和 4年 1月19日 補助金 15,779,000円

園 私立幼稚園等管理運営費補助金

84 八雲町 令和 4年 1月19日 補助金 478,701,000円

食料産業・６次産業化交付金事業（食品産業

の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策

事業）補助金

85 学校法人栗原学園 令和 4年 1月20日 補助金 78,984,609円

(1) 私立専修学校等管理運営費補助金

(2) 私立専門学校修学支援補助金

(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) 結核予防費補助金

(6) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業補助金

86 本別町農業協同組合 令和 4年 1月20日 １ 補助金 60,106,225円

(1) 鳥獣被害防止総合対策事業補助金

(2) 消費・安全対策事業補助金

(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 利子補給 4,766,439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

87 日本赤十字社 令和 4年 1月21日 公の施設の管理 222,940,551円

北海道立北見病院指定管理業務

88 学校法人札幌光星学 令和 4年 1月25日 補助金 585,218,600円

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

89 学校法人国際学園 令和 4年 1月25日 補助金 1,080,094,351円

(1) 私立中学校管理運営費補助金

(2) 私立中学校等修学支援実証事業費補助金



- 21 -

(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

(6) 私立高等学校等専攻科修学支援金

90 学校法人北星学園 令和 4年 1月26日 補助金 1,061,188,700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

(7) 私立高等学校等学び直し支援金

91 公益財団法人北海道 令和 4年 1月26日 １ 補助金 22,826,000円

生活衛生営業指導セ (1) 生活衛生関係営業対策事業費補助金

ンター (2) 生活衛生営業活性化等対策事業費補助金

２ 出資 7,000,000円

92 学校法人北海道科学 令和 4年 1月27日 補助金 536,086,400円

大学 (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

93 石狩開発株式会社 令和 4年 1月27日 出資 8,314,027,500円

94 公益財団法人北海道 令和 4年 2月 8日 出資 100,000,000円

学校保健会

95 公益財団法人北海道 令和 4年 2月 8日 出資 1,501,750,000円

暴力追放センター

96 北海道旅客鉄道株式 令和 4年 2月10日 １ 補助金 11,699,306円

会社 (1) 鉄道災害復旧事業費補助金

(2) 森林環境保全整備事業費補助金

２ 交付金 200,000,000円

北海道鉄道利用促進環境整備交付金

97 北海道食肉事業協同 令和 4年2月10日 補助金 535,882,238円

組合連合会 (1) 道産牛肉学校給食提供推進事業補助金

(2) 北海道産豚肉の販売力強化対策事業補助



- 22 -

金

98 社会福祉法人北海道 令和 4年 2月14日 １ 補助金 27,735,333,337円

社会福祉協議会 ～15日 (1) 北海道社会福祉協議会運営事業費補助金

(2) 地域福祉生活支援センター運営事業補助

金

(3) 生活福祉資金貸付事業費補助金

(4) 北海道災害ボランティアセンター運営活

性化等事業費補助金

(5) 介護従事者確保総合推進事業費補助金

(6) 保育士確保対策事業補助金

(7) 福祉サービス運営適正化委員会運営事業

費補助金

(8) 明るい長寿社会づくり推進事業費補助金

２ 負担金 9,222,000円

障がい者の就労を支援する施策を推進する

業務


