平成２１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。
平成21年度
ＮＯ
補助金等の名称
交付先の名称
交付実績額
1 利府町統計調査員協議会研修事業等補助金
72,000円 利府町統計調査員協議会
2

利府町路線バス運行維持費補助金

3

利府町国際交流協会事業補助金

4

中心市街地商業等活性化事業費補助金

5

利府町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金

6

利府町危険ブロック塀等除却等事業補助金

7

利府町商工青色申告会補助金

8

利府町住宅用太陽光発電システム設置費補助金

9

利府町生ごみ処理容器等購入費補助金

所管課
企画課

9,780,000円 株式会社 ミヤコーバス

〃

270,000円 利府町国際交流協会

〃

15,000,000円 株式会社 まちづくり利府

〃

2,585,000円 個人（７件）
361,000円 個人（３件）
24,000円 利府町商工青色申告会
4,843,000円 個人（４１件）
554,900円 個人（３１件）

〃
〃
財務課
生活環境課
〃
〃

11 利府町コミュニティ助成事業助成金

7,000,000円 「十符の里ー利府」フェスティバル実行委員会
9,500,000円 藤田町内会

12 利府町集会所建設補助金

3,230,000円 藤田町内会

〃

10 町民活動支援事業補助金

13 まちづくり支援事業補助金
14 男女共同参画推進フォーラム参加助成金
15 利府町交通安全対策推進事業補助金
16 利府町交通安全対策推進事業補助金
17 利府町防犯協会連合会事業補助金
18 利府町防犯街路灯設置費等補助金
19 利府町防犯街路灯設置費等補助金
20 利府町防犯街路灯設置費等補助金
21 利府町防犯街路灯設置費等補助金
22 利府町防犯街路灯設置費等補助金
23 利府町防犯街路灯設置費等補助金
24 利府町防犯街路灯設置費等補助金
25 利府町防犯街路灯設置費等補助金
26 利府町防犯街路灯設置費等補助金
27 利府町防犯街路灯設置費等補助金
28 利府町防犯街路灯設置費等補助金
29 利府町防犯街路灯設置費等補助金
30 利府町防犯街路灯設置費等補助金
31 利府町防犯街路灯設置費等補助金
32 利府町防犯街路灯設置費等補助金
33 利府町防犯街路灯設置費等補助金
34 利府町防犯街路灯設置費等補助金
35 利府町防犯街路灯設置費等補助金
36 利府町防犯街路灯設置費等補助金
37 利府町防犯街路灯設置費等補助金
38 利府町防犯街路灯設置費等補助金

〃

73,000円 利府町郷土史会
40,000円 個人（４件）
324,000円 塩釜地区交通安全協会利府支部

〃

81,000円
500,000円
321,740円
80,861円
79,706円
87,335円
139,761円
201,858円
281,999円
193,318円
75,406円
37,393円
88,279円
72,412円
53,888円
51,351円
148,421円
20,220円

利府町交通安全母の会

〃

利府町防犯協会連合会

〃

神谷沢町内会

〃

菅谷一部町内会

〃

菅谷二部町内会

〃

沢乙町内会

〃

加瀬町内会

〃

野中一部町内会

〃

野中二部町内会

〃

町加瀬町内会

〃

大町町内会

〃

館町内会

〃

仲町町内会

〃

東町町内会

〃

藤田町内会

〃

春日一部町内会

〃

春日二部町内会

〃

赤沼町内会

〃

57,107円 浜田町内会
41,673円 須賀町内会

〃

437,151円 しらかし台町内会
273,932円 花園町内会
399,590円 青山町内会

〃
〃

〃
〃
〃
〃

50 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金

547,101円
326,626円
50,565円
119,564円
100,000円
200,000円
100,000円
100,000円
100,000円
100,000円
100,000円
100,000円

51 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金

200,000円 仲町町内会

〃

52 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金

100,000円
200,000円
300,000円
100,000円
100,000円
300,000円

東町町内会

〃

春日一部町内会

〃

春日二部町内会

〃

浜田町内会

〃

須賀町内会

〃

しらかし台町内会

〃

39 利府町防犯街路灯設置費等補助金
40 利府町防犯街路灯設置費等補助金
41 利府町防犯街路灯設置費等補助金
42 利府町防犯街路灯設置費等補助金
43 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
44 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
45 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
46 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
47 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
48 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
49 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金

53 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
54 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
55 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
56 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
57 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
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青葉台町内会

〃

菅谷台町内会

〃

皆の丘町内会

〃

葉山町内会

〃

菅谷一部町内会

〃

菅谷二部町内会

〃

加瀬町内会

〃

野中一部町内会

〃

野中二部町内会

〃

町加瀬町内会

〃

大町町内会

〃

館町内会

〃

平成２１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。
平成21年度
ＮＯ
補助金等の名称
交付実績額
58 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金
200,000円 青葉台町内会

交付先の名称

59 利府町安全安心まちづくり組織育成支援事業補助金

100,000円 皆の丘町内会

60 利府町婦人防火クラブ連合会事業補助金

200,000円 利府町婦人防火クラブ連合会

所管課
生活環境課
〃
〃

61 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 神谷沢町内会

〃

62 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 菅谷一部町内会
30,000円 菅谷二部町内会

〃

63 利府町自主防災組織育成事業補助金
64 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 沢乙町内会

〃

65 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 野中一部町内会

〃

66 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 大町町内会

〃

67 利府町自主防災組織育成事業補助金

〃

68 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 館町内会
30,000円 仲町町内会

69 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 浜田町内会

〃

70 利府町自主防災組織育成事業補助金

30,000円 須賀町内会
30,000円 赤沼町内会
30,000円 花園町内会

〃

71 利府町自主防災組織育成事業補助金
72 利府町自主防災組織育成事業補助金
73 利府町自主防災組織育成事業補助金
74 利府町自主防災組織育成事業補助金
75 利府町明るい選挙推進協議会事業補助金
76 利府町民生委員児童委員協議会補助金
77 利府町社会福祉協議会事業補助金
78 第５７回宮城県更生保護大会運営補助金
79 知的障害者援護施設（通所）特別処遇加算費補助金
80 知的障害者援護施設（通所）特別処遇加算費補助金
81 知的障害者援護施設（通所）特別処遇加算費補助金
82 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
83 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
84 利府町事務処理安定化支援事業補助金
85 利府町事務処理安定化支援事業補助金
86 利府町事務処理安定化支援事業補助金
87 利府町事務処理安定化支援事業補助金
88 利府町事務処理安定化支援事業補助金
89 利府町事務処理安定化支援事業補助金
90 利府町事務処理安定化支援事業補助金
91 利府町事務処理安定化支援事業補助金
92 利府町事務処理安定化支援事業補助金
93 通所サービス利用促進事業補助金
94 通所サービス利用促進事業補助金
95 通所サービス利用促進事業補助金
96 通所サービス利用促進事業補助金
97 通所サービス利用促進事業補助金
98 通所サービス利用促進事業補助金
99 通所サービス利用促進事業補助金
100 通所サービス利用促進事業補助金
101 通所サービス利用促進事業補助金
102 通所サービス利用促進事業補助金
103

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

104

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

105

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

106

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

107

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

108

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

109

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

110

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

111

利府町生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度を実施した法人に対する補助金

112 利府町老人クラブ活動推進事業補助金
113 利府町シルバー人材センター事業費等補助金
114 利府町食生活改善事業補助金

30,000円 青葉台町内会
30,000円 皆の丘町内会
74,688円 利府町明るい選挙推進協議会
2,094,880円 利府町民生委員児童委員協議会
14,786,000円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会
50,000円 第５７回宮城県更生保護大会準備委員会
256,000円 社会福祉法人 あしたば福祉会
132,000円 社会福祉法人 矢本愛育会
1,123,000円 社会福祉法人 利府町社会福祉協議会
11,000円 社会福祉法人 ありのまま舎
11,000円 社会福祉法人 共生福祉会
20,000円 社会福祉法人 ありのまま舎
15,000円 社会福祉法人 永楽会
40,000円 社会福祉法人 矢本愛育会（ぎんの星）
20,000円 社会福祉法人 矢本愛育会（第二共生園）
40,000円 社会福祉法人 家庭福祉会
10,000円 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会（宮城県船形コロニー）
20,000円 社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会（仙台北地域福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

〃

〃

〃
〃
〃
〃
選挙管理委員会事務局

保健福祉課
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

20,000円 社会福祉法人 みずきの郷
20,000円 社会福祉法人 あしたば福祉会

〃

252,427円 社会福祉法人 あしたば福祉会
130,203円 社会福祉法人 嶋福祉会
90,017円 社会福祉法人 はらから福祉会

〃

118,110円 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会
179,215円 社会福祉法人 みんなの輪
61,407円 社会福祉法人 矢本愛育会（共生園）
171,047円 社会福祉法人 矢本愛育会（ぎんの星）
981,694円 特定非営利活動法人 幸創
458,369円 社会福祉法人 嶋福祉会
1,160,640円 特定非営利活動法人 さわおとの森
13,105円 社会福祉法人千賀の浦福祉会（特別養護老人ホーム 松島長松苑）
8,659円 セントケア宮城株式会社（セントケア りふ森の郷営業所）
37,965円 社会福祉法人利府町社会福祉協議会（指定訪問介護事業所）
31,759円 社会福祉法人千賀の浦福祉会（特別養護老人ホーム 多賀城苑）
24,250円 社会福祉法人千賀の浦福祉会（特別養護老人ホーム 第二清楽苑）
28,677円 社会福祉法人千賀の浦福祉会（利府町青葉台デイサービスセンター）
46,798円 社会福祉法人千賀の浦福祉会（特別養護老人ホーム 清楽苑）
24,942円 社会福祉法人杜の里福祉会（特別養護老人ホーム 杜の里）
22,296円 財団法人宮城厚生協会（しおかぜホームヘルパーステーション）
1,838,800円 利府町老人クラブ連合会
10,900,000円 社団法人利府町シルバー人材センター
150,000円 利府町食生活改善推進員連絡協議会
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〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

平成２１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。
平成21年度
ＮＯ
補助金等の名称
交付実績額
115 新型インフルエンザ予防接種助成金
764,250円 個人（３５５件）

交付先の名称

所管課
保健福祉課

116 女性特有のがん検診推進事業乳がん検診助成金

220,000円 個人（８８件）

117 妊婦健康診査助成金

505,840円 個人（２８件）

118 利府町低年齢児保育施設補助金

354,542円 ベビーホーム菜ちゃん家

119 利府町低年齢児保育施設補助金
120 利府町低年齢児保育施設補助金

427,858円 ひまわり保育園
970,614円 森の小さなぴょんぴょん保育園

121 利府町低年齢児保育施設補助金

579,466円 チャイルドルームさくらんぼ

〃

122 利府町低年齢児保育施設補助金

582,550円 利府聖光保育園

〃

123 利府町低年齢児保育施設補助金
124 利府町低年齢児保育施設補助金
125 利府町すこやか子育て支援事業補助金

2,449,166円 ちびっこうさぎ保育園
236,262円 保育所SWEETHOME利府園
11,428,300円 個人（５６件）

〃
〃
子育て支援室
〃
〃

〃
〃
〃

126 利府町保育対策等促進事業補助金

8,834,870円 社会福祉法人愛耕会

〃

127 利府町保育対策等促進事業補助金

3,676,450円 医療法人社団 喜英会
3,654,060円 学校法人 東北外語学園
3,776,090円 学校法人 東北外語学園

〃

128 利府町保育対策等促進事業補助金
129 利府町保育対策等促進事業補助金
130 利府町子育て支援特別対策事業費補助金
131 利府町農林水産業振興事業費補助金
132 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）
133 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）
134 利府町農林水産業振興事業補助金（生産調整推進対策事業）
135 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）
136 利府町農林水産業振興事業費補助金(野ねずみ駆除事業)
137 利府町農林水産業振興事業費補助金(利府梨栽培担い手育成事業）
138 利府町農林水産業振興事業費補助金(生産者組合育成支援事業）
139 利府町農林水産業振興事業費補助金(果樹振興対策事業)
140 利府町農林水産業振興事業費補助金(果樹生産拡大推進事業）
141 利府町農林水産業振興事業費補助金(果樹生産拡大推進事業）
142 利府町農林水産業振興事業費補助金(果樹生産拡大推進事業）
143 利府町農林水産業振興事業費補助金(簡易ほ場整備事業)
144 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）
145 利府町農林水産業振興事業費補助金(畜産防疫対策事業)
146 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）
147 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）
148 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）
149 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）
150 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町商工会事業）
151 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）
152 平成21年度上期保証料補給金(利府町中小企業振興資金)
153 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）
154 利府町商工観光振興事業費補助金（第二弾生活支援及び消費拡大事業）
155 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町浜まつり事業）
156 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町観光協会事業）
157 利府町商工観光振興事業費補助金（仙台・宮城「伊達な旅キャンペーン」事業）
158 平成21年度下期保証料補給金(利府町中小企業振興資金)
159 平成21年度下期保証料補給金(利府町小企業小口資金)
160 利府町立中学校大会参加費補助金
161 利府町立学校児童生徒大会参加費補助金
162 私立幼児教育施設運営費補助金
163 私立幼児教育施設運営費補助金
164 私立幼児教育施設運営費補助金
165 私立幼児教育施設運営費補助金
166 私立幼稚園就園奨励費補助金
167 私立幼稚園就園奨励費補助金
168 私立幼稚園就園奨励費補助金
169 私立幼稚園就園奨励費補助金
170 私立幼稚園就園奨励費補助金
171 私立幼稚園就園奨励費補助金

9,397,000円
36,900円
180,000円
75,300円
2,000,000円
102,000円
61,000円
150,000円
30,000円
120,000円
92,100円
698,500円
279,450円
425,000円
1,479円
182,000円
379,354円
200,000円

社会福祉法人愛耕会
利府町農業者年金加入者協議会
職業訓練法人 塩釜建設技能者訓練協会

地域整備課
〃
〃

個人（１件）

〃

仙台農業協同組合

〃

Ｐｅａｒ・カレッジ・リフ

〃

仙台農協利府地区野菜生産部会

〃

利府梨振興協議会

〃

利府梨振興協議会

〃

利府梨振興協議会

〃

利府梨振興協議会

〃

個人（１件）

〃

個人（１件）

〃

個人（３件）

〃

仙台農業協同組合

〃

宮城中央森林組合

〃
〃
〃
〃
〃
〃

利府町商工会

〃

利府町商工会

〃

特定非営利活動法人利府町観光協会

〃

特定非営利活動法人利府町観光協会

〃

特定非営利活動法人利府町観光協会

〃

宮城県信用保証協会

〃

宮城県信用保証協会
利府町立中学校各種大会本部

〃
教育総務課

個人（１６件）

〃

学校法人 小野学園 利府幼稚園

〃

学校法人 東北外語学園 利府おおぞら幼稚園

〃

学校法人 東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園

〃

381,200円 学校法人聖光学園 利府聖光幼稚園

3/4

〃
農業委員会事務局

仙台農業協同組合

5,000,000円 利府町商工会
300,000円 利府町たばこ販売組合
4,621,713円 宮城県信用保証協会

10,579,300円
14,397,900円
7,965,000円
6,527,900円
1,576,100円
150,600円

〃

個人（１２件）

163,000円 利府町森郷生産森林組合
200,000円 利府町商工会

6,952,500円
13,471,500円
380,000円
3,500,000円
300,000円
2,616,425円
48,400円
2,678,850円
1,182,974円
311,000円
302,000円
251,600円

〃

学校法人 小野学園 利府幼稚園

〃
〃

学校法人聖光学園 利府聖光幼稚園

〃

学校法人 東北外語学園 利府おおぞら幼稚園

〃

学校法人 東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園

〃

学校法人 向日葵学園

〃

宗教法人 東園寺 塩釜中央幼稚園

〃

平成２１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。
平成21年度
ＮＯ
補助金等の名称
交付先の名称
交付実績額
172 私立幼稚園就園奨励費補助金
255,200円 学校法人 聖光学園 塩釜聖光幼稚園

所管課
教育総務課

173 私立幼稚園就園奨励費補助金

390,400円 学校法人 紅葉学園 パドマ幼稚園

〃

174 私立幼稚園就園奨励費補助金

88,400円 学校法人 東音学園 音の光幼稚園

〃

175 私立幼稚園就園奨励費補助金

62,200円 学校法人 白百合学園 仙台白百合学園幼稚園

〃

62,200円 学校法人 中埜山学園 なかの幼稚園
365,600円 学校法人東北学院 東北学院幼稚園

176 私立幼稚園就園奨励費補助金
177 私立幼稚園就園奨励費補助金

87,000円 学校法人 東北カトリック学園 塩釜カトリック幼稚園

178 私立幼稚園就園奨励費補助金

164,500円 学校法人 宮城明泉学園

179 私立幼稚園就園奨励費補助金

〃
〃
〃
〃

180 私立幼稚園就園奨励費補助金

62,200円 学校法人 高橋学園 せいがん幼稚園

〃

181 私立幼稚園就園奨励費補助金

62,200円 学校法人 不寺学園 八幡花園幼稚園
149,200円 学校法人 不寺学園 桜木花園幼稚園

〃

182 私立幼稚園就園奨励費補助金
183 私立幼稚園就園奨励費補助金

168,000円 学校法人 聖ウルスラ学院

〃

184 私立幼稚園就園奨励費補助金

232,500円 学校法人 菅原学園 鶴が丘幼稚園
136,800円 学校法人 化度寺学園 多賀城高崎幼稚園
350,000円 利府町婦人会

〃

185 私立幼稚園就園奨励費補助金
186 利府町社会教育事業費補助金
187 利府町社会教育事業費補助金
188 利府町社会教育事業費補助金
189 利府町社会教育事業費補助金
190 利府町社会教育事業費補助金
191 利府町社会教育事業費補助金
192 利府町社会教育事業費補助金
193 利府町社会教育事業費補助金
194 利府町社会教育事業費補助金
195 利府町社会教育事業費補助金
196 利府町社会教育事業費補助金
197 利府町スポーツ少年団事業費補助金
198 利府町社会教育事業費補助金
199 利府町社会教育事業費補助金
200 利府町社会教育事業費補助金
201 利府町生涯スポーツ活動派遣事業費補助金
202 利府町合併処理浄化槽設置事業補助金
203 利府町合併処理浄化槽設置事業補助金
204 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金
205 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金
206 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金

合

計

97,200円 利府町芸術文化協会
170,000円 利府町女性団体連絡協議会
1,049,708円 利府町公民館各分館（２５分館）
50,000円 利府町高校生父母連合会
19,000円 利府町ＰＴＡ連合会
300,000円 利府町子ども会育成会連合会
400,000円 青少年育成利府町民会議
20,000円 宮城県少年の船参加個人（２件）
500,000円 第57回日本ＰＴＡ全国研究大会みやぎ大会全体会実行委員会
60,000円 利府町神谷沢青年会
200,000円 利府町スポーツ少年団本部
800,000円 利府町体育協会
200,000円 りふスポーツクラブ理事長
5,000,000円 利府高校甲子園出場実行委員会
610,000円 個人（５９件）
1,050,000円 藤田町内会
5,320,000円 個人（７件）
27,000円 加瀬生活センター分館
27,000円 赤沼町内会
2,438,200円 個人（１０３件）

254,721,976円

4/4

〃

〃
生涯学習課
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
上下水道課
〃
〃
〃
〃

