平成２３年度 利府町補助金交付状況表
※本内容は、利府町補助金等交付基準（平成２２年利府町訓令第２号）第９条に基づき公表しています。
ＮＯ

補助金等の名称

平成23年度
交付実績額

交付先の名称
（敬称略）

所管課

7,421,000円 株式会社 ミヤコーバス

企画課

1

利府町路線バス運行維持費補助金

2

利府町国際交流協会事業補助金

189,000円 利府町国際交流協会

企画課

3

利府町危険ブロック塀等除却等事業補助金

477,000円 個人（６件）

企画課

4

利府町一部損壊住宅修理助成事業補助金

63,640,000円 個人（５８４件）

企画課

5

利府町集会所建設補助

6

利府町集会所建設補助

573,000円 菅谷一部・二部町内会

生活環境課

7

利府町集会所建設補助

705,000円 浜田町内会

生活環境課

8

利府町集会所建設補助

241,000円 花園町内会

生活環境課

9

利府町集会所建設補助

144,000円 春日二部町内会

生活環境課

10 利府町集会所建設補助

182,000円 赤沼町内会

生活環境課

11 利府町集会所建設補助

258,000円 青葉台町内会

生活環境課

12 利府町集会所建設補助

341,000円 菅谷台町内会

生活環境課

13 利府町集会所建設補助

595,000円 しらかし台町内会

生活環境課

1,544,000円 野中一部町内会

生活環境課

14 利府町コミュニティ助成事業助成金

2,500,000円 野中二部町内会

生活環境課

15 利府町コミュニティ助成事業助成金

2,500,000円 春日一部町内会

生活環境課

16 利府町交通安全対策推進事業補助金

227,000円 塩釜地区交通安全協会利府支部

生活環境課

17 利府町交通安全対策推進事業補助金

57,000円 利府町交通安全母の会

生活環境課

18 利府町防犯街路灯設置費補助金

30,000円 野中一部町内会

生活環境課

19 利府町防犯街路灯設置費補助金

60,000円 春日二部町内会

生活環境課

20 利府町防犯街路灯設置費補助金

30,000円 青山町内会

生活環境課

21 利府町防犯街路灯設置費補助金

60,000円 菅谷台連合町内会

生活環境課

22 利府町婦人防火クラブ連合会事業補助金
23 利府町社会福祉協議会事業補助金
24 利府町民生委員児童委員協議会補助金
25 利府町知的障害者援護施設（通所）特別処遇加算費補助金

140,000円 利府町婦人防火クラブ連合会

生活環境課

17,542,000円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会 保健福祉課
1,475,628円 利府町民生委員児童委員協議会

保健福祉課

199,000円 社会福祉法人 あしたば福祉会

保健福祉課

26 利府町知的障害者援護施設（通所）特別処遇加算費補助金 1,123,000円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会 保健福祉課
27 利府町事務処理安定化支援事業補助金

20,000円 社会福祉法人 一寿会

保健福祉課

28 利府町事務処理安定化支援事業補助金

40,000円 特定非営利活動法人 利府の杜

保健福祉課

29 利府町指定障害福祉サービス事業所への移行促進事業補助金

108,000円 社会福祉法人みんなの輪

保健福祉課

9,900円 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会 保健福祉課

30 利府町指定障害福祉サービス事業所への移行促進事業補助金
31 利府町通所サービス利用促進事業補助金

217,286円 社会福祉法人みんなの輪

保健福祉課

32 利府町通所サービス利用促進事業補助金

145,664円 社会福祉法人 矢本愛育会

保健福祉課

33 利府町通所サービス利用促進事業補助金

848,686円 特定非営利活動法人 幸創

保健福祉課

34 利府町通所サービス利用促進事業補助金

437,662円 特定非営利活動法人 利府の杜

保健福祉課

35 利府町通所サービス利用促進事業補助金

1,153,845円 株式会社Ｅｃｏ Ｌｉｆｅ

保健福祉課

36 利府町通所サービス利用促進事業補助金

801,660円 特定非営利活動法人 さわおとの森 保健福祉課

37 利府町通所サービス利用促進事業補助金

325,500円

38 利府町通所サービス利用促進事業補助金

113,659円 社会福祉法人 矢本愛育会

39 利府町通所サービス利用促進事業補助金

107,142円 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 保健福祉課
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特定非営利活動法人 幸創（僕の家・私の家） 保健福祉課

保健福祉課
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40 利府町通所サービス利用促進事業補助金
41 利府町通所サービス利用促進事業補助金
42 利府町通所サービス利用促進事業補助金
43 利府町通所サービス利用促進事業補助金

平成23年度
交付実績額

交付先の名称
（敬称略）

1,410,116円 社会福祉法人 嶋福祉会（梨花）
90,283円 社会福祉法人 臥牛三敬会

所管課
保健福祉課
保健福祉課

121,621円 社会福祉法人 嶋福祉会（さくら学園） 保健福祉課
60,292円 社会福祉法人 はらから福祉会

保健福祉課

44 利府町地域福祉計画推進事業補助金

1,000,000円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会 保健福祉課

45 利府町平成23年度台風15号被害家財等修繕等補助金

1,310,000円 個人（１３件）

保健福祉課

46 利府町食生活改善事業補助金

105,000円 利府町食生活改善推進員連絡協議会 保健福祉課

47 予防接種費用補助金

163,797円 個人（１３件）

48 利府町老人クラブ活動推進事業補助金
49 利府町シルバー人材センター事業等補助金
50 ねんりんピック宮城・仙台２０１２利府町実行委員会事業補助金

1,348,800円 利府町老人クラブ連合会
10,900,000円
181,116円

保健福祉課
保健福祉課

公益社団法人 利府町シルバー人材センター 保健福祉課
ねんりんピック宮城・仙台２０１２利府町実行委員会

保健福祉課

51 低所得者対策事業補助金

8,069円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会 保健福祉課

52 低所得者対策事業補助金

4,438円 セントケア宮城株式会社

53 低所得者対策事業補助金
54 低所得者対策事業補助金
55 低所得者対策事業補助金
56 利府町低年齢児保育施設補助金

115,454円 社会福祉法人 千賀の浦福祉会
19,801円 財団法人 宮城厚生協会
128,462円 社会福祉法人 宮城厚生福祉会
1,393,898円 チャイルドルームさくらんぼ

保健福祉課
保健福祉課
保健福祉課
保健福祉課
子育て支援課

57 利府町低年齢児保育施設補助金

832,042円 森の小さなぴょんぴょん保育園

子育て支援課

58 利府町低年齢児保育施設補助金

478,692円 ひまわり保育園

子育て支援課

59 利府町低年齢児保育施設補助金

1,064,520円 保育所ちびっこランド利府園

子育て支援課

60 利府町低年齢児保育施設補助金

2,440,018円 ちびっこうさぎ保育園

子育て支援課

61 利府町すこやか子育て支援事業補助金

14,704,650円 個人（７１件）

子育て支援課

62 利府町保育対策等促進事業補助金

11,501,750円 社会福祉法人 愛耕会（利府聖農保育園）

子育て支援課

251,175円 社会福祉法人 愛耕会（利府聖農保育園）

子育て支援課

5,951,000円 医療法人社団 喜英会（なしの美保育園）

子育て支援課

173,250円 医療法人社団 喜英会（なしの美保育園）

子育て支援課

63 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金
64 利府町保育対策等促進事業補助金
65 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金
66 利府町保育対策等促進事業補助金
67 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金
68 利府町保育対策等促進事業補助金
69 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金
70 利府町保育対策等促進事業補助金
71 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金
72 利府町保育対策等促進事業補助金

5,930,750円

学校法人 東北外語学園（利府おおぞら保育園） 子育て支援課

167,150円

学校法人 東北外語学園（利府おおぞら保育園） 子育て支援課

7,505,750円

学校法人 東北外語学園（利府葉山保育園） 子育て支援課

340,825円

学校法人 東北外語学園（利府葉山保育園） 子育て支援課

6,374,150円 社会福祉法人 愛耕会（青葉台保育園）

子育て支援課

301,400円 社会福祉法人 愛耕会（青葉台保育園）

子育て支援課

5,085,465円

学校法人 東北外語学園（しらかし台こども園） 子育て支援課

73 利府町保育所給食100%利府産米導入事業補助金

407,600円

学校法人 東北外語学園（しらかし台こども園） 子育て支援課

74 利府町認可保育所災害復旧費補助金

810,000円

学校法人 東北外語学園（利府葉山保育園） 子育て支援課

75 利府町農林水産業振興事業費補助金
76

利府町商工観光振興事業費補助金（塩釜建設技能者訓練協会事業）

77

利府町農林水産業振興事業費補助金（農用地利用集積促進支援事業）

78 利府町農林水産業振興事業費補助金（生産調整推進対策事業）

25,900円 利府町農業者年金加入者協議会

農業委員会

180,000円 職業訓練法人 塩釜建設技能者訓練協会 地域整備課
84,800円 個人（１２件）
2,000,000円 仙台農業協同組合
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地域整備課
地域整備課
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79

利府町農林水産業振興事業費補助金（果樹生産拡大推進【環境保全型農業推進事業】事業）

556,875円 利府梨振興協議会

地域整備課

80

利府町農林水産業振興事業費補助金（果樹生産拡大推進【花粉交配省略化事業】事業）

119,600円 利府梨振興協議会

地域整備課

81

利府町農林水産業振興事業費補助金（果樹生産拡大推進【利府梨品種更新推進事業】事業）

999,345円 利府梨振興協議会

地域整備課

82 利府町農林水産業振興事業費補助金（野ねずみ駆除事業）

31,000円 仙台農業協同組合

地域整備課

83 利府町農林水産業振興事業費補助金（園芸生産拡大推進事業）
84

利府町農林水産業振興事業費補助金（農業経営基盤強化資金利子助成事業）

85

利府町農林水産業振興事業費補助金（農業経営基盤強化資金利子助成事業）

所管課

933,000円 個人（１件）

地域整備課

11,501円 個人（１件）

地域整備課

307,955円 仙台農業協同組合

地域整備課

86 利府町農林水産業振興事業費補助金（畜産防疫対策事業）

213,000円 個人（４件）

地域整備課

87 利府町農林水産業振興事業費補助金（森林組合強化育成事業）

140,000円 宮城中央森林組合

地域整備課

88

163,000円 利府町森郷生産森林組合

地域整備課

利府町農林水産業振興事業費補助金（森林整備地域活動支援事業）

89 利府町水産業災害対策資金利子補給金

7,616円 宮城県漁業協同組合

地域整備課

90 利府町水産業災害対策資金利子補給金

220,000円 塩竃市漁業協同組合

地域整備課

91 利府町農林水産業振興事業費補助金（小規模農地災害復旧事業）

360,000円 個人（１件）

地域整備課

92 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町産業振興研修事業）

140,000円 利府松島商工会

地域整備課

93 利府町商工観光振興事業費補助金（利府松島商工会事業） 5,000,000円 利府松島商工会

地域整備課

94 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町たばこ販売組合事業）

210,000円 利府町たばこ販売組合

地域整備課

95 平成23年度上期保証料補給金（利府町中小企業振興資金） 3,172,224円 宮城県信用保証協会

地域整備課

13,834円 宮城県信用保証協会

地域整備課

97 平成23年度下期保証料補給金（利府町中小企業振興資金） 1,833,700円 宮城県信用保証協会

地域整備課

98 利府町商工観光振興事業費補助金（生活支援及び消費拡大事業） 11,168,942円 利府松島商工会

地域整備課

99 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町観光協会事業） 2,900,000円 利府町観光協会

地域整備課

100 利府町立中学校大会参加費補助金

教育総務課

96 平成23年度上期保証料補給金（利府町小企業小口資金）

3,293,990円 利府町立中学校各種大会本部

101 利府町立学校児童生徒大会参加費補助金

191,672円 個人（５件）

102 私立幼児教育施設運営費補助金

374,000円 学校法人聖光学園 利府聖光幼稚園 教育総務課

103 私立幼児教育施設運営費補助金

288,800円 学校法人 小野学園 利府幼稚園 教育総務課

104 私立幼児教育施設運営費補助金

318,800円

学校法人 東北外語学園 利府おおぞら幼稚園 教育総務課

105 私立幼児教育施設運営費補助金

260,000円

学校法人 東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園

106 私立幼稚園就園奨励費補助金
107 私立幼稚園就園奨励費補助金

16,409,800円 学校法人聖光学園 利府聖光幼稚園

教育総務課

教育総務課
教育総務課

8,831,300円 学校法人 小野学園 利府幼稚園 教育総務課

108 私立幼稚園就園奨励費補助金

11,193,700円

109 私立幼稚園就園奨励費補助金

7,646,600円

110 私立幼稚園就園奨励費補助金

1,923,800円 学校法人 向日葵学園

学校法人 東北外語学園 利府おおぞら幼稚園

教育総務課

学校法人 東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園

教育総務課
教育総務課

111 私立幼稚園就園奨励費補助金

397,800円 宗教法人 東園寺 塩釜中央幼稚園 教育総務課

112 私立幼稚園就園奨励費補助金

250,800円 学校法人 聖光学園 塩釜聖光幼稚園

教育総務課

113 私立幼稚園就園奨励費補助金

315,600円 学校法人 紅葉学園 パドマ幼稚園

教育総務課

114 私立幼稚園就園奨励費補助金

205,800円 学校法人 化度寺学園 多賀城高崎幼稚園 教育総務課

115 私立幼稚園就園奨励費補助金

221,800円 学校法人東北学院 東北学院幼稚園 教育総務課

116 私立幼稚園就園奨励費補助金

903,900円 学校法人 高橋学園 せいがん幼稚園

117 私立幼稚園就園奨励費補助金

教育総務課

63,700円 学校法人 中埜山学園 なかの幼稚園 教育総務課
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118 私立幼稚園就園奨励費補助金

192,000円 学校法人 菅原学園 鶴が丘幼稚園 教育総務課

119 私立幼稚園就園奨励費補助金

93,600円 学校法人 玉川寺学園 多賀城東幼稚園 教育総務課

120 私立幼稚園就園奨励費補助金

109,200円 学校法人 千葉学園 千葉幼稚園

教育総務課

121 利府町社会教育事業費補助金

235,090円 利府町婦人会

生涯学習課

122 利府町社会教育事業費補助金

68,000円 利府町芸術文化協会

生涯学習課

123 利府町社会教育事業費補助金

41,649円 利府町女性団体連絡協議会

生涯学習課

124 利府町社会教育事業費補助金

260,000円 青少年育成利府町民会議

生涯学習課

125 利府町社会教育事業費補助金

140,000円 利府町スポーツ少年団本部

生涯学習課

126 利府町社会教育事業費補助金

525,000円 利府町体育協会

生涯学習課

127 利府町社会教育事業費補助金

3,888,000円 りふスポーツクラブ

生涯学習課

128 利府町社会教育事業費補助金

35,000円 利府町武道連盟

生涯学習課

129 利府町生涯スポーツ活動派遣事業費補助金
130 利府町合併処理浄化槽設置事業補助金

490,000円 個人（３７人）・団体（１件）
5,100,000円 個人（７件）

生涯学習課
上下水道課

131 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金

27,000円 利府町公民館 加瀬分館

上下水道課

132 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金

27,000円 赤沼町内会

上下水道課

133 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金

27,000円 藤田町内会

上下水道課

134 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金

2,803,300円 個人（１１９件）

上下水道課

合

計

287,209,959円
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