
※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条に基づき公表します。

ＮＯ 補助金等の名称
平成29年度
実績額（円）

交付先の名称 平成29年度所管課・班

1 「十符の里－利府」街道まつり事業費補助金 500,000 「十符の里－利府」街道まつり実行委員会 総務課・総務管理班

2 利府町統計調査員協議会研修事業等補助金 100,000 利府町統計調査員協議会 政策課・政策班

3 利府町路線バス運行維持費補助金 21,941,000 株式会社ミヤコーバス 政策課・地域協働班

4 利府町国際交流協会事業補助金 270,000 利府町国際交流協会 政策課・地域協働班

5 利府町コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 春日二部町内会 政策課・地域協働班

6 利府町集会所建設補助金 1,500,000 春日二部町内会 政策課・地域協働班

7 「十符の里－利府」フェスティバル事業補助金 5,000,000 「十符の里－利府」フェスティバル実行委員会 政策課・地域協働班

8 「十符の里－利府」フェスティバル特別協賛事業補助金 800,000 「十符の里－利府」フェスティバル実行委員会 政策課・地域協働班

9 まちづくり支援事業補助金 78,000 利府町を美味しくする会 政策課・地域協働班

10 利府町交通安全対策推進事業補助金 324,000 塩釜地区交通安全協会利府支部 生活安全課　防災安全班

11 利府町交通安全対策推進事業補助金 81,000 利府町交通安全母の会 生活安全課　防災安全班

12 利府町防犯協会連合会事業補助金 291,968 利府町防犯協会連合会 生活安全課　防災安全班

13 利府町婦人防火クラブ連合会事業補助金 199,845 利府町婦人防火クラブ連合会 生活安全課　防災安全班

14 利府町防犯街路灯設置費補助金 30,000 菅谷一部町内会 生活安全課　防災安全班

15 利府町防犯街路灯設置費補助金 30,000 沢乙町内会 生活安全課　防災安全班

16 利府町防犯街路灯設置費補助金 30,000 葉山町内会 生活安全課　防災安全班

17 利府町社会福祉協議会事業補助金 19,164,000 利府町社会福祉協議会 保健福祉課・福祉班

18 利府町民生委員児童委員協議会補助金 2,922,510 利府町民生委員児童委員協議会 保健福祉課・福祉班

19 利府町食生活改善事業補助金 150,000 利府町食生活改善推進員協議会 保健福祉課健康づくり班

20 予防接種費用補助金 134,725 個人（17件） 保健福祉課健康づくり班

21 利府町老人クラブ活動推進事業補助金 2,029,000 利府町老人クラブ連合会 保健福祉課・長寿介護班

22 利府町シルバー人材センター事業等補助金 12,541,000 公益社団法人　利府町シルバー人材センター 保健福祉課・長寿介護班

23 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 17,386 公益財団法人　宮城厚生協会 保健福祉課・長寿介護班

24 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 51,300 青葉台町内会 保健福祉課・長寿介護班

25 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 20,000 しらかし台ボランティア友の会 保健福祉課・長寿介護班

26 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 70,000 町加瀬町内会 保健福祉課・長寿介護班

27 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 70,000 浜田町内会 保健福祉課・長寿介護班

28 すこやか子育て支援事業補助金 23,966,360 個人（90件） 子ども支援課・子ども支援班

29 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 256,024 社会福祉法人　愛耕会（利府聖農保育園） 子ども支援課・子ども支援班

30 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 294,476 社会福祉法人　愛耕会（青葉台保育園） 子ども支援課・子ども支援班

31 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 176,799 医療法人社団　喜英会（なしの美保育園） 子ども支援課・子ども支援班

32 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 197,385 学校法人東北外語学園（利府おおぞら保育園） 子ども支援課・子ども支援班

33 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 247,015 学校法人東北外語学園（利府葉山保育園） 子ども支援課・子ども支援班

34 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 208,786 学校法人東北外語学園（利府第二おおぞら保育園） 子ども支援課・子ども支援班

35 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 370,932 社会福祉法人柏松会（青山すぎのこ保育園） 子ども支援課・子ども支援班

36 利府町保育所及び認定こども園給食100％利府産米導入事業補助金 105,222 株式会社日本保育サービス（アスク利府保育園） 子ども支援課・子ども支援班

37 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 5,064,723 社会福祉法人　愛好会（利府聖農保育園） 子ども支援課・子ども支援班

38 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,866,000 医療法人社団　喜英会（なしの美保育園） 子ども支援課・子ども支援班

39 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 1,382,000 学校法人東北外語学園（利府おおぞら保育園） 子ども支援課・子ども支援班

40 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,819,000 学校法人東北外語学園（利府葉山保育園） 子ども支援課・子ども支援班

41 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,624,000 社会福祉法人　愛好会（青葉台保育園） 子ども支援課・子ども支援班

42 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 3,573,000 学校法人東北外語学園（利府第二おおぞら保育園） 子ども支援課・子ども支援班

43 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 10,553,000 社会福祉法人柏松会（青山すぎのこ保育園） 子ども支援課・子ども支援班

44 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 3,768,000 株式会社　日本保育サービス（アスク利府保育園） 子ども支援課・子ども支援班

45 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 24,000 スマイルキッズりふ園 子ども支援課・子ども支援班

46 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 12,000 学校法人東北外語学園（おおぞらおひさま保育園） 子ども支援課・子ども支援班

47 利府町認可外保育施設運営費補助金 514,489 チャイルドルームさくらんぼ 子ども支援課・子ども支援班

48 利府町認可外保育施設運営費補助金 1,140,882 ちびっこうさぎ保育園 子ども支援課・子ども支援班

49 利府町認可外保育施設運営費補助金 549,024 学校法人　聖光学園（利府聖光保育園） 子ども支援課・子ども支援班

50 利府町認可外保育施設運営費補助金 317,046 医療法人社団　寶樹会（仙塩利府病院院内保育所） 子ども支援課・子ども支援班

51 利府町認可外保育施設運営費補助金 79,644 ねっこぼっこ園 子ども支援課・子ども支援班

52 利府町地域子育て支援拠点事業補助金 8,996,000 社会福祉法人柏松会（青山すぎのこ保育園） 子ども支援課・子ども支援班

53 利府町地域子育て支援拠点事業補助金 7,064,000 株式会社日本保育サービス（アスク利府保育園） 子ども支援課・子ども支援班

54 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） 165,100 個人（7件） 産業振興課・農林水産班

55 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） 1,726,000 仙台農業協同組合 産業振興課・農林水産班

56 利府町農林水産業振興事業費補助金（有害鳥獣駆除対策事業） 30,000 仙台農業協同組合 産業振興課・農林水産班

57 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） 784,000 利府梨振興協議会 産業振興課・農林水産班

58 利府町農林水産業振興事業費補助金（家畜防疫対策事業） 228,915 個人（3件） 産業振興課・農林水産班

59 利府町農林水産業振興事業費補助金（簡易ほ場整備事業） 490,000 個人（3件） 産業振興課・農林水産班
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60 利府町経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,100,000 利府町地域農業推進協議会 産業振興課・農林水産班

61 農業経営基盤強化資金利子助成金（農業経営基盤強化資金利子助成事業） 80,570 仙台農業協同組合 産業振興課・農林水産班

62 農業経営基盤強化資金利子助成金（農業経営基盤強化資金利子助成事業） 4,992 個人（1件） 産業振興課・農林水産班

63 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） 200,000 宮城中央森林組合 産業振興課・農林水産班

64 利府町水産業災害対策資金利子補給金（水産業振興事業） 40,263 塩釜市漁業協同組合 産業振興課・農林水産班

65 利府町農林水産業振興事業費補助金（利府梨品種更新推進事業） 984,852 利府梨振興協議会 産業振興課・農林水産班

66 利府町農林水産業振興事業費補助金（利府梨新植・改植支援事業） 873,000 個人（1件） 産業振興課・農林水産班

67 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） 171,000 職業訓練法人塩釜建設技能者訓練協会 産業振興課・商工観光班

68 利府町商工観光振興事業費補助金（利府松島商工会事業） 6,000,000 利府松島商工会 産業振興課・商工観光班

69
利府町商工観光振興事業費補助金（町制施行５０周年記念利府町プレ
ミアム商品券販売事業【地域消費生活・震災復興支援事業】）

26,919,000 利府松島商工会 産業振興課・商工観光班

70 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） 300,000 利府町たばこ販売組合 産業振興課・商工観光班

71 利府町商工観光振興事業費補助金（春日パーキングエリア地場産品等販売促進事業） 1,400,000 株式会社まちづくり利府 産業振興課・商工観光班

72 利府町商工観光振興事業費補助金（ヨット教室支援事業） 105,000 特定非営利活動法人浜田ヨット＆ボートクラブ 産業振興課・商工観光班

73 利府町商工観光振興事業費補助金（海産物収穫祭事業） 300,000 特定非営利活動法人利府町観光協会 産業振興課・商工観光班

74 利府町商工観光振興事業費補助金（仙台・宮城観光キャンペーン事業） 800,000 特定非営利活動法人利府町観光協会 産業振興課・商工観光班

75 利府町商工観光振興事業費補助金（利府町観光協会事業） 3,500,000 特定非営利活動法人利府町観光協会 産業振興課・商工観光班

76 利府町観光協会特別事業費補助金（「十符の里の妖精リーフちゃん」着ぐるみ作製事業） 900,000 特定非営利活動法人利府町観光協会 産業振興課・商工観光班

77 中小企業振興資金融資制度保証料補給金 3,990,512 宮城県信用保証協会 産業振興課・商工観光班

78 利府町合併処理浄化槽設置事業補助金 650,000 個人（1件） 上下水道課・工務班

79 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 27,000 利府町公民館　加瀬分館 上下水道課・工務班

80 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 27,000 赤沼町内会 上下水道課・工務班

81 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 27,000 藤田町内会 上下水道課・工務班

82 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 3,350,000 個人（145件） 上下水道課・工務班

83 利府町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 460,000 個人（1件） 都市整備課・都市整備班

84 利府町危険ブロック塀等除却等事業補助金 283,000 個人（3件） 都市整備課・都市整備班

85
東日本大震災に係る津波被災住宅再建支援事業補助金
（津波浸水区域からの転入者住宅再建支援事業補助金）

800,000 個人（4件） 震災復興推進室・事業推進班

86 東日本大震災に係る被災居住宅地嵩上げ工事事業費補助金 2,000,000 個人（1件） 震災復興推進室・事業推進班

87 利府町立中学校大会参加費補助金 5,008,188 利府町立中学校各種大会本部 教育総務課・学校教育班

88 利府町立学校児童生徒大会参加費補助金 674,625 個人（14件） 教育総務課・学校教育班

89 利府町勤労者生活安定資金利子補給事業補助金 148,400 個人（10件） 教育総務課・学校教育班

90 利府町私立幼児教育施設運営費補助金 357,200 学校法人聖光学園　利府聖光幼稚園 教育総務課・総務給食班

91 利府町私立幼児教育施設運営費補助金 290,600 学校法人小野学園　利府幼稚園 教育総務課・総務給食班

92 利府町私立幼児教育施設運営費補助金 311,600 学校法人東北外語学園　利府おおぞら幼稚園 教育総務課・総務給食班

93 利府町私立幼児教育施設運営費補助金 237,800 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・総務給食班

94 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 19,830,400 学校法人聖光学園　利府聖光幼稚園 教育総務課・総務給食班

95 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 13,540,100 学校法人小野学園　利府幼稚園 教育総務課・総務給食班

96 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 13,133,800 学校法人東北外語学園　利府おおぞら幼稚園 教育総務課・総務給食班

97 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 7,186,800 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・総務給食班

98 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 2,279,200 学校法人東北外語学園　せいがん幼稚園 教育総務課・総務給食班

99 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 417,600 学校法人東北学院　東北学院幼稚園 教育総務課・総務給食班

100 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 82,800 学校法人化度寺学園　多賀城高崎幼稚園 教育総務課・総務給食班

101 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 475,500 学校法人紅葉学園　パドマ幼稚園 教育総務課・総務給食班

102 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 247,200 学校法人聖光学園　塩釜聖光幼稚園 教育総務課・総務給食班

103 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 1,804,040 学校法人向日葵学園　塩釜ひまわり幼稚園 教育総務課・総務給食班

104 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 339,000 学校法人清野学園　東仙台幼稚園 教育総務課・総務給食班

105 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 37,300 学校法人庄司学園　上田子幼稚園 教育総務課・総務給食班

106 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 136,000 学校法人啓朋学園　緑ヶ丘第二幼稚園 教育総務課・総務給食班

107 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 62,200 学校法人不磷寺学園　八幡花園幼稚園 教育総務課・総務給食班

108 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 133,800 学校法人蒲生学園　しらとり幼稚園 教育総務課・総務給食班

109 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 120,000 学校法人木村学園　みやぎ幼稚園 教育総務課・総務給食班

110 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金 62,200 学校法人東北柔専　あけぼの幼稚園 教育総務課・総務給食班

111 利府町私立幼稚園就園奨励費補助金（過年度不足分） 711 個人（21件） 教育総務課・総務給食班

112 利府町社会教育事業費補助金 400,000 利府町婦人会 生涯学習課・生涯学習振興班

113 利府町社会教育事業費補助金 50,000 利府町女性団体連絡協議会 生涯学習課・生涯学習振興班

114 利府町社会教育事業費補助金 98,000 利府町芸術文化協会 生涯学習課・生涯学習振興班

115 利府町社会教育事業費補助金 300,000 青少年育成利府町民会議 生涯学習課・生涯学習振興班

116 利府町社会教育事業費補助金 110,000 利府町子ども会育成会連合会 生涯学習課・生涯学習振興班

117 利府町社会教育事業費補助金 19,382,067 平成２９年度全国高等学校総合体育大会利府町実行委員会 生涯学習課・スポーツ振興班

118 利府町社会教育事業費補助金 750,000 利府町体育協会 生涯学習課・スポーツ振興班

119 利府町社会教育事業費補助金 200,000 利府町スポーツ少年団 生涯学習課・スポーツ振興班

120 利府町社会教育事業費補助金 50,000 利府町武道連盟 生涯学習課・スポーツ振興班

121 利府町生涯スポーツ活動派遣事業費補助金 790,000 個人（47件）団体（2件） 生涯学習課・スポーツ振興班

295,779,876合　　　計


