
　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
令和３年度
実績額（円）

交付先の名称
令和３年度所管課・係
（令和４年度所管係）

1 利府町婦人防火クラブ連合会事業補助金 199,404 利府町婦人防火クラブ連合会 危機対策課　危機管理係

2 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 危機対策課　生活安全係

3 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 危機対策課　生活安全係

4 利府町防犯協会連合会事業補助金 292,717 利府町防犯協会連合会 危機対策課　生活安全係

5 利府町防犯街路灯設置費等補助金 125,000 青葉台町内会 危機対策課　生活安全係

6 利府町防犯街路灯設置費等補助金 25,000 しらかし台町内会 危機対策課　生活安全係

7 利府町防犯街路灯設置費等補助金 100,000 花園町内会 危機対策課　生活安全係

8 利府町防犯街路灯設置費等補助金 25,000 春日二部町内会 危機対策課　生活安全係

9 利府町防犯街路灯設置費等補助金 60,000 仲町町内会 危機対策課　生活安全係

10 利府町防犯街路灯設置費等補助金 25,000 青山町内会 危機対策課　生活安全係

11 まちづくり支援事業補助金 143,000 桜を守る会 生活環境課　町民協働係

12 まちづくり支援事業補助金 193,000 りふdeおは梨 生活環境課　町民協働係

13 利府町集会所建設補助金 927,883 赤沼町内会 生活環境課　町民協働係

14 利府町集会所建設補助金 1,500,000 しらかし台町内会 生活環境課　町民協働係

15 利府町コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 東町町内会 生活環境課　町民協働係

16 利府町コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 加瀬町内会 生活環境課　町民協働係

17 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 98,736 神谷沢町内会 生活環境課　町民協働係

18 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 菅谷一部町内会 生活環境課　町民協働係

19 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 菅谷二部町内会 生活環境課　町民協働係

20 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 沢乙町内会 生活環境課　町民協働係

21 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 加瀬町内会 生活環境課　町民協働係

22 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 野中一部町内会 生活環境課　町民協働係

23 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 野中二部町内会 生活環境課　町民協働係

24 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 町加瀬町内会 生活環境課　町民協働係

25 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 大町町内会 生活環境課　町民協働係

26 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 96,444 館町内会 生活環境課　町民協働係

27 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 仲町町内会 生活環境課　町民協働係

28 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 東町町内会 生活環境課　町民協働係

29 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 84,546 藤田町内会 生活環境課　町民協働係

30 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 春日一部町内会 生活環境課　町民協働係

31 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 春日二部町内会 生活環境課　町民協働係

32 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 赤沼町内会 生活環境課　町民協働係

33 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 浜田町内会 生活環境課　町民協働係

34 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 須賀町内会 生活環境課　町民協働係

35 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 しらかし台町内会 生活環境課　町民協働係

36 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 花園町内会 生活環境課　町民協働係

37 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 青山町内会 生活環境課　町民協働係

38 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 92,070 青葉台町内会 生活環境課　町民協働係
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ＮＯ 補助金等の名称
令和３年度
実績額（円）

交付先の名称
令和３年度所管課・係
（令和４年度所管係）

39 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 菅谷台連合町内会 生活環境課　町民協働係

40 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 皆の丘町内会 生活環境課　町民協働係

41 町内集会施設等感染症拡大防止助成金 100,000 葉山町内会 生活環境課　町民協働係

42 利府町路線バス運行維持費補助金 36,091,000 株式会社ミヤコーバス 生活環境課　公共交通係

43 利府町民生委員児童委員協議会補助金 2,996,010 利府町民生委員児童委員協議会 地域福祉課　福祉総務係

44 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 地域福祉課　福祉総務係

45
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

92,199 社会福祉法人杜の里福祉会 地域福祉課　介護福祉係

46
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

11,512 社会福祉法人美楽会 地域福祉課　介護福祉係

47 利府町認可外保育施設運営費補助金 78,585
医療法人寶樹会
（仙塩利府病院院内保育所）

子ども支援課　保育係

48 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,767,000
社会福祉法人愛耕会
（利府聖農保育園）

子ども支援課　保育係

49 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 1,297,448
社会福祉法人愛耕会
（青葉台保育園）

子ども支援課　保育係

50 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,729,000
医療法人社団喜英会
（なしの美保育園）

子ども支援課　保育係

51 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 1,691,000
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　保育係

52 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 3,874,000
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　保育係

53 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 8,849,000
社会福祉法人柏松会
（青山すぎのこ保育園）

子ども支援課　保育係

54 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 5,709,000
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　保育係

55 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 2,827,000
学校法人東北外語学園
（利府葉山保育園）

子ども支援課　保育係

56 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 516,000 スマイルキッズりふ園 子ども支援課　保育係

57 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 473,000
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府）

子ども支援課　保育係

58 利府町特定教育・保育施設等保育支援事業費補助金 774,000
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府ネクスト）

子ども支援課　保育係

59
利府町特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場
合における実費徴収に係る補足給付補助金

713,754 個人（46件） 子ども支援課　保育係

60 利府町教育・保育施設等第３子以降給食費助成事業補助金 8,256,035 個人（164件） 子ども支援課　保育係

61 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
社会福祉法人愛耕会
（利府聖農保育園）

子ども支援課　保育係

62 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
社会福祉法人愛耕会
（青葉台保育園）

子ども支援課　保育係

63 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
医療法人社団喜英会
（なしの美保育園）

子ども支援課　保育係

64 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
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　保育係

65 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
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　保育係

66 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
社会福祉法人柏松会
（青山すぎのこ保育園）

子ども支援課　保育係

67 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
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　保育係

68 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 200,000
学校法人東北外語学園
（利府葉山保育園）

子ども支援課　保育係

69 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 80,000
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府）

子ども支援課　保育係

70 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 80,000
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府ネクスト）

子ども支援課　保育係

71 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 72,000
学校法人小野学園
（利府にっこり保育園）

子ども支援課　保育係

72 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 80,000
学校法人聖光学園
（利府聖光保育園）

子ども支援課　保育係

73 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 80,000
学校法人東北外語学園
（おおぞらおひさま園）

子ども支援課　保育係

74 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 460,540
社会福祉法人愛耕会
（利府聖農保育園）

子ども支援課　保育係

75 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 456,340
社会福祉法人愛耕会
（青葉台保育園）

子ども支援課　保育係

76 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 320,240
医療法人社団喜英会
（なしの美保育園）

子ども支援課　保育係

77 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 347,760
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　保育係

78 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 403,500
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　保育係
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ＮＯ 補助金等の名称
令和３年度
実績額（円）

交付先の名称
令和３年度所管課・係
（令和４年度所管係）

79 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 607,860
社会福祉法人柏松会
（青山すぎのこ保育園）

子ども支援課　保育係

80 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 506,900
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　保育係

81 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 405,840
学校法人東北外語学園
（利府葉山保育園）

子ども支援課　保育係

82 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 195,160 スマイルキッズりふ園 子ども支援課　保育係

83 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 197,080
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府）

子ども支援課　保育係

84 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 206,800
カラマンディ株式会社
（バイリンガル保育園利府ネクスト）

子ども支援課　保育係

85 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 186,120
学校法人小野学園
（利府にっこり保育園）

子ども支援課　保育係

86 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 196,460
学校法人聖光学園
（利府聖光保育園）

子ども支援課　保育係

87 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 149,160
学校法人東北外語学園
（おおぞらおひさま園）

子ども支援課　保育係

88 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 178,000
学校法人東北外語学園
（利府第二おおぞら幼稚園）

子ども支援課　保育係

89 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 362,500
学校法人小野学園
（利府幼稚園）

子ども支援課　保育係

90 利府町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 449,060
学校法人聖光学園
（利府聖光幼稚園）

子ども支援課　保育係

91 利府町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金 11,408,000 NPOみやぎ・せんだい子どもの丘 子ども支援課　子ども企画係

92 利府町放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 1,050,500 NPOみやぎ・せんだい子どもの丘 子ども支援課　子ども企画係

93 利府町新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 150,000
医療法人寶樹会
（仙塩利府病院病後児保育室）

子ども支援課　子ども企画係

94 利府町食生活改善事業補助金 128,000 利府町食生活改善推進員協議会 健康推進課　健康総務係

95 利府町予防接種費用助成金 210,610 個人（26件） 健康推進課　健康総務係

96 利府町予防接種費用助成金 55,476 個人（4件） 健康推進課　親子保健係

97 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 健康推進課　長生き支援係

98 利府町シルバー人材センター事業等補助金 14,075,000
公益社団法人利府町シルバー人材
センター

健康推進課　長生き支援係

99 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 39,728 しらかし台福寿会 健康推進課　長生き支援係

100 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 92,000 青山シニアクラブ 健康推進課　長生き支援係

101 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 65,000 浜田すみれの会 健康推進課　長生き支援係

102 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 107,000 青山健康麻雀クラブ 健康推進課　長生き支援係

103 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 健康推進課　長生き支援係

104 利府町高齢者の居場所づくり活動支援事業補助金 19,000 青葉台町内会 健康推進課　長生き支援係

105 利府町地域子育て支援拠点事業補助金 8,068,000
社会福祉法人柏松会
（青山すぎのこ保育園）

健康推進課　子ども家庭センター

106 利府町地域子育て支援拠点事業補助金 7,340,000
株式会社日本保育サービス
（アスク利府保育園）

健康推進課　子ども家庭センター

107 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 150,000
社会福祉法人柏松会
（青山すぎのこ保育園）

健康推進課　子ども家庭センター

108 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 150,000
株式会社日本保育サービス
（アスク利府保育園）

健康推進課　子ども家庭センター

109 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 150,000 利府町社会福祉協議会（十符っ子） 健康推進課　子ども家庭センター

110 利府町新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金 150,000
利府町社会福祉協議会
（ファミリー・サポート・センター）

健康推進課　子ども家庭センター

111 利府町主食用米作付農家支援金 10,800,800 個人（161件） 農林水産課　農林水産係

112 利府町農林水産業振興事業費補助金（畜産防疫対策事業） 170,595 個人（4件） 農林水産課　農林水産係

113
利府町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）

673 個人（1件） 農林水産課　農林水産係

114
利府町農林水産業振興事業費補助金（農地利用集積促進支援事
業）

98,200 個人（7件） 農林水産課　農林水産係

115 利府町農林水産業振興事業費補助金（水田活用推進対策事業） 1,337,000
２１世紀水田農業チャレンジプラン
利府地区推進協議会

農林水産課　農林水産係

116 利府町農林水産業振興事業費補助金（水田農業推進対策事業） 2,763,000 利府地区転作組合 農林水産課　農林水産係

117 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） 332,000 個人（1件） 農林水産課　農林水産係

118 利府町鳥獣被害防止施設購入事業補助金 599,000 個人（11件） 農林水産課　農林水産係
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ＮＯ 補助金等の名称
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119 利府町農林水産業振興事業費補助金（果樹生産拡大事業） 529,255 利府梨振興協議会 農林水産課　農林水産係

120 利府町農林水産業振興事業費補助金（簡易ほ場整備事業） 198,800 個人（2件） 農林水産課　農林水産係

121 利府町経営所得安定対策等推進事業費補助金 868,000 利府町地域農業推進協議会 農林水産課　農林水産係

122
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）

122,335 利府梨振興協議会 農林水産課　農林水産係

123 利府町農林水産業振興事業費補助金(果樹振興対策事業) 17,100 利府梨振興協議会 農林水産課　農林水産係

124 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 農林水産課　農林水産係

125 令和３年度利府町原油価格高騰対策漁業者支援事業補助金 75,300 塩釜市漁業協同組合 農林水産課　農林水産係

126 利府町商工観光事業費補助金（ワクチン接種支援事業） 57,950,000 利府松島商工会 商工観光課　商工係

127 利府町経営多角化助成金 3,093,000 個人（4件） 商工観光課　商工係

128 利府町商工観光事業費補助金（雇用対策事業） 171,000
職業訓練法人塩釜建設技能者訓練
協会

商工観光課　商工係

129 利府町商工観光事業費補助金（商工業団体指導・育成事業） 5,400,000 利府松島商工会 商工観光課　商工係

130 利府町商工観光事業費補助金（商工業団体指導・育成事業） 234,000 利府町たばこ販売組合 商工観光課　商工係

131 利府町中小企業振興資金融資制度保証料補給金 3,319,816 宮城県信用保証協会 商工観光課　商工係

132 利府町商工観光事業費補助金（ALL RIFU 産業祭事業） 5,000,000
「十符の里-利府」フェスティバル実
行委員会

商工観光課　観光係

133
利府町商工観光事業費補助金（企業応援地場産品セット販売促
進事業）

2,867,200
特定非営利活動法人利府町観光協
会

商工観光課　観光係

134 利府町商工観光事業費補助金（観光協会事業） 5,000,000
特定非営利活動法人利府町観光協
会

商工観光課　観光係

135 利府町商工観光事業費補助金（地場産品等販売促進事業） 1,250,000 株式会社まちづくり利府 商工観光課　観光係

136
利府町商工観光事業費補助金（「十符の里-利府」フェスティバル
事業）

2,897,357
「十符の里-利府」フェスティバル実
行委員会

商工観光課　観光係

137 利府町商工観光事業費補助金（番ヶ森展望台修繕事業） 3,433,100
特定非営利活動法人利府町観光協
会

商工観光課　観光係

138 利府町危険ブロック塀等除却等事業補助金 1,026,000 個人（10件） 都市整備課　都市計画係

139 利府町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金 1,100,000 個人（1件） 都市整備課　都市計画係

140 利府町土地区画整理事業補助金 5,000,000
仙台市岩切羽黒前利府町神谷沢土
地区画整理組合

都市整備課　都市計画係

141 利府町合併処理浄化槽設置補助金 1,520,000 個人（2件） 上下水道課　整備係

142 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 3,695,000 個人（160件） 上下水道課　管理係

143 利府町合併処理浄化槽維持管理費補助金 27,000 加瀬生活センター 上下水道課　管理係

144 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　管理係

145 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　管理係

146 利府町勤労者生活安定資金利子補給事業補助金 149,240 個人（12件） 教育総務課　教育総務係

147 利府町立学校児童生徒大会参加費補助金 5,847,127 利府町立中学校各種大会本部 教育総務課　学事係

148
利府町小・中学校修学旅行感染対策事業に係る修学旅行費支援
金

597,564 個人（110件） 教育総務課　学事係

149 利府町社会教育事業費補助金 249,997 青少年育成利府町民会議
生涯学習課　生涯学習係
（生涯学習・スポーツ振興係）

150 利府町社会教育事業費補助金 350,000 利府町婦人会
生涯学習課　生涯学習係
（生涯学習・スポーツ振興係）

151 利府町社会教育事業費補助金 250,000 利府町芸術文化協会
生涯学習課　文化振興係
（文化振興・リフノス係）

152 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　スポーツ振興係
（生涯学習・スポーツ振興係）

153 利府町社会教育事業費補助金 100,000 利府町スポーツ少年団
生涯学習課　スポーツ振興係
（生涯学習・スポーツ振興係）

154 利府町社会教育事業費補助金 20,000 利府町武道連盟
生涯学習課　スポーツ振興係
（生涯学習・スポーツ振興係）

155 利府町生涯スポーツ活動派遣事業費補助金 90,000 しらかし青山キッズ
生涯学習課　スポーツ振興係
（生涯学習・スポーツ振興係）

156 利府町生涯スポーツ活動派遣事業費補助金 150,000 個人（15件）
生涯学習課　スポーツ振興係
（生涯学習・スポーツ振興係）
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