平成３０年度

【東北経済産業局】
番号

事業名

交付先名

法人番号

1

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

電源開発株式会社

法人番号6010001050764

3

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

秋田県

法人番号1000020050008

2

4
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平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

岩手県

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

青森市

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

むつ市

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

八幡平市

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

湯沢市

平成30年度地熱発電に対する理解促進事業費補助金

平成30年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（地域商業自立促進事業）

平成30年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（地域商業自立促進事業）

平成29年度（補正予算）休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(松尾鉱山（鉱害防止工事）)
平成29年度（補正予算）休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(畑鉱山（鉱害防止工事）)

平成29年度（補正予算）休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(立又鉱山（鉱害防止工事））
平成29年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

特定非営利活動法人アジェンダやまがた、旭銀座睦商店会
協同組合江釣子ショッピングセンター
岩手県

青森県

秋田県

福島県

オリエンタルカーペット株式会社

補助金等の情報

交付決定額

6,482,860 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年6月7日 非該当

4,534,328 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2010601036670

法人番号7390005002797

1,906,630 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

8,164,480 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

1,231,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
9,060,701 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
1,108,567 経済産業省

一般会計

法人番号4000020030007

31,023,000 経済産業省

一般会計

法人番号1000020050008

34,365,000 経済産業省

法人番号1400005003601

法人番号2000020020001

法人番号7000020070009

法人番号7390001002413

1,072,216 経済産業省

15,975,000 経済産業省

3,876,000 経済産業省

一般会計

山形県酒造組合

法人番号7390005001089

8,936,000 経済産業省

気仙沼水産食品事業協同組合

法人番号3370505000406

1,593,000 経済産業省
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平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）
平成29年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（地域商業自立促進事業）

平成29年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（地域商業自立促進事業）
平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（商店街支援事業）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（商店街支援事業）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（商店街支援事業）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（商店街支援事業）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（中心市街地活性化事業）

平成29年度地域文化資源活用空間創出事業費補助金（中心市街地活性化事業）
平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業

平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業

株式会社東光舎

鶴岡シルク株式会社

株式会社リンクアンドブリッジ

秋保温泉旅館組合、株式会社アキウツーリズムファクトリー

なかやま商店街振興組合、特定非営利活動法人中山街づくりセンター

こみせ通り商店街振興組合、特定非営利活動法人横町十文字まちそだて会
協同組合八食センター

大町町内会、株式会社半田硝子建材

七日町通りまちなみ協議会、会津若松まちづくり株式会社
株式会社スコーレ
株式会社城東閣

株式会社花火創造企業

株式会社サリバテック

法人番号7010001005420

法人番号5390001008453

法人番号8011001121644

3,591,000 経済産業省

3,114,500 経済産業省

法人番号9370001041403

59,547,357 経済産業省

法人番号9420005005340

2,483,000 経済産業省

法人番号3370005008940

60,787,558 経済産業省

法人番号5420005002597

13,460,000 経済産業省

法人番号3380001026978

18,735,000 経済産業省

法人番号8420001008100

72,666,666 経済産業省

法人番号1420001009146

100,000,000 経済産業省

法人番号7410001010792

13,768,735 経済産業省

法人番号2420001014310

法人番号1390001013465

一般会計

一般会計

平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）

100,000,000 経済産業省
30,000,000 経済産業省

180,953,464 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

196,760,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
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柏崎市

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

柏崎市

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

東通村

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

福島県

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

楢葉町

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

福島県

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

楢葉町

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

双葉町

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

福島県

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

十日町市

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

新潟県

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金
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平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（岩神鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（長木鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（秋津鉱山（坑廃水処理））

105,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002

6,570,400 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号9000020152102

11,448,864 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

18,544,680 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年4月13日 非該当

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

平成30年7月31日 非該当

平成30年4月13日 非該当

平成30年7月3日 非該当

平成30年7月2日 非該当

平成30年9月7日 非該当

コンテンツ産業強化事業費補助金

平成30年9月14日 非該当

コンテンツ産業強化事業費補助金

平成30年9月10日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年5月31日 非該当

平成30年8月21日 非該当

平成30年8月21日 非該当

平成30年9月6日 非該当

平成30年4月4日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年4月26日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年4月12日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年4月12日 非該当

平成30年4月12日 非該当

平成30年4月26日 非該当

平成30年5月11日 非該当

平成30年5月11日 非該当

平成30年5月18日 非該当

平成30年5月18日 非該当

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月24日 非該当

風間浦村

法人番号8000020024252

10,875,600 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年7月10日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年8月16日 非該当

三条市

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

法人番号7000020070009

法人番号8000020075469

平成30年7月30日 非該当

平成30年5月29日 非該当

六ケ所村

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

386,017,920 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

平成30年8月9日 非該当

中小企業海外展開等支援事業費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

福島県知事

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

15,134,483 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020075426

平成30年7月30日 非該当

平成30年7月27日 非該当

エネルギー対策特別会計

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金
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法人番号7000020070009

11,340,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

中小企業海外展開等支援事業費補助金

10,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

49

法人番号1000020075426

エネルギー対策特別会計

500,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年7月25日 非該当

法人番号1000020042021

48

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

法人番号8000020024244

61,473,600 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年5月22日 非該当

中小企業海外展開等支援事業費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

エネルギー対策特別会計

平成30年5月25日 非該当

石巻市

46

47

法人番号5000020152056

平成30年6月14日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

エネルギー対策特別会計

平成30年8月7日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

コンテンツ産業強化事業費補助金

32,430,240 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年7月24日 非該当

平成30年5月18日 非該当

コンテンツ産業強化事業費補助金

一般会計

平成30年6月7日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

コンテンツ産業強化事業費補助金

一般会計

法人番号5000020152056

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

コンテンツ産業強化事業費補助金

一般会計

一般会計

平成30年8月20日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年6月7日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金

一般会計

平成30年7月3日 非該当

平成30年5月31日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

浪江町

一般社団法人あおもりPG推進協議会
東北・食文化輸出推進事業協同組合
株式会社阿部長商店
株式会社ヤマナカ

KSユーラシア株式会社

株式会社ジェイアール東日本企画
公益財団法人資源環境センター

公益財団法人資源環境センター

卯根倉鉱業株式会社

法人番号7000020070009

法人番号8000020024112

法人番号5000020152048

法人番号8000020075477

法人番号8420005007420

70,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

10,404,780 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

16,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

51,786,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
1,950,000 経済産業省

一般会計

法人番号1370501000007

15,981,887 経済産業省

一般会計

法人番号8011301017906

1,600,000 経済産業省

法人番号3370005009195

法人番号6370301002529

法人番号7011001029649

法人番号6010005018642

法人番号6010005018642

法人番号7410001005925

7,406,000 経済産業省

3,510,000 経済産業省

9,998,236 経済産業省

4,890,000 経済産業省

2,697,000 経済産業省

4,623,000 経済産業省

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

平成30年7月6日 非該当

平成30年7月23日 非該当

平成30年8月7日 非該当

中小企業海外展開等支援事業費補助金

平成30年7月31日 非該当

中小企業海外展開等支援事業費補助金

平成30年8月1日 非該当

中小企業海外展開等支援事業費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年7月31日 非該当

平成30年8月9日 非該当

平成30年8月9日 非該当

平成30年8月22日 非該当
平成30年8月9日 該当

平成30年8月9日 該当

平成30年8月9日 非該当

60

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（宝倉鉱山（坑廃水処理））

卯根倉鉱業株式会社

法人番号7410001005925

13,301,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年8月9日 非該当

62

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（松岡鉱山（坑廃水処理））

卯根倉鉱業株式会社

法人番号7410001005925

1,793,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年8月9日 非該当

61

63

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（大巻鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（南古遠部鉱山（坑廃水処理））

卯根倉鉱業株式会社

公益財団法人資源環境センター

法人番号7410001005925

法人番号6010005018642

2,276,000 経済産業省

8,366,000 経済産業省

一般会計

一般会計

64

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（鉛山鉱山（坑廃水処理））

公益財団法人資源環境センター

法人番号6010005018642

12,009,000 経済産業省

一般会計

66

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（吉乃鉱山（坑廃水処理））

横手市

法人番号3000020052035

18,398,000 経済産業省

一般会計

65

67
68

69

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（花輪鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（吉野鉱山（坑廃水処理））
平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（興北鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（見立鉱山（坑廃水処理））

花輪鉱山株式会社

公益財団法人資源環境センター
大谷鉱山株式会社

公益財団法人資源環境センター

法人番号3400001004163

法人番号6010005018642
法人番号7370501000050

法人番号6010005018642

70

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（幸生永松鉱山（坑廃水処理））

寒河江市

法人番号5000020062065

72

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（小国鉱山（坑廃水処理））

公益財団法人資源環境センター

法人番号6010005018642

71

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（高旭鉱山

鉱害防止工事）

73

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（小山鉱山

坑廃水処理）

75

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（松尾鉱山（坑廃水処理））

岩手県

77

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（西吾妻鉱山

山形県

74

76

78

79

80

81

82

83

84

85

86

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（小山鉱山（鉱害防止工事））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（上北鉱山（坑廃水処理））

鉱害防止工事）

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（赤山鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（相内鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（大比立鉱山（坑廃水処理））
平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（大揚鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（第一信夫鉱山（鉱害防止工事））
平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（田老鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（土畑鉱山（坑廃水処理））
平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（南沢鉱山

坑廃水処理）

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（八総鉱山（赤倉地区）坑廃水処理）

山形県

西川町

福島市

ラサ工業株式会社

公益財団法人資源環境センター
南陽市

公益財団法人資源環境センター

一般会計

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年7月25日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年7月31日 該当

平成30年7月19日 非該当

法人番号5000020060003

7,125,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

5,138,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

法人番号3000020052043

12,444,000 経済産業省

法人番号1000020072010

18,229,000 経済産業省

法人番号7000020062138

法人番号6010005018642

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

3,048,000 経済産業省

31,567,000 経済産業省

法人番号6010005018642

一般会計

64,096,000 経済産業省

法人番号5000020060003

法人番号8010001034971

所管

3,424,000 経済産業省

481,083,000 経済産業省

法人番号2000020020001

所管

平成30年9月3日 非該当

平成30年8月10日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

40,197,000 経済産業省

9,254,000 経済産業省

34,742,000 経済産業省

11,180,000 経済産業省

1,918,000 経済産業省

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

平成30年6月5日 非該当

平成30年7月19日 非該当

平成30年5月24日 非該当
平成30年8月1日 該当

平成30年6月5日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年6月14日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年7月20日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年5月23日 非該当

平成30年7月20日 非該当
平成30年8月10日 該当

所管

平成30年6月25日 該当

所管

平成30年6月27日 該当

所管

平成30年6月12日 非該当

住友金属鉱山（株）

法人番号9010401015273

10,540,000 経済産業省

89

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（尾花沢鉱山（坑廃水処理））

尾花沢市

法人番号8000020062120

30,710,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年8月10日 非該当

91

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（尾太鉱山（坑廃水処理）

青森県

法人番号2000020020001

147,243,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年5月25日 非該当

法人番号1000020050008

37,024,000 経済産業省

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

平成30年8月10日 非該当

92

93

94

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（八谷鉱山（坑廃水処理））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（尾去沢鉱山（坑廃水処理））
平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（尾太鉱山（鉱害防止工事））

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（立又鉱山（鉱害防止工事））
平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業

公益財団法人資源環境センター

エコマネジメント株式会社
青森県

秋田県

株式会社花祭壇

法人番号6010005018642

法人番号8450001007396

法人番号2000020020001

法人番号2370001009852

21,304,000 経済産業省

44,597,000 経済産業省

14,130,000 経済産業省

27,580,709 経済産業省

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

所管

平成30年5月31日 非該当

平成30年度休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（八総鉱山（木戸地区）（坑廃水処理））

88

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

所管

平成30年7月25日 非該当

87

90

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

所管

平成30年5月16日 該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

一般会計

所管

平成30年6月14日 該当

一般会計

法人番号4000020030007

法人番号5000020053031

平成30年8月9日 非該当

3,530,000 経済産業省

12,558,000 経済産業省

法人番号6010005018642

青森県

3,255,000 経済産業省

一般会計

法人番号2000020063223

法人番号2000020063223

大館市

10,362,000 経済産業省

平成30年9月5日 該当

平成30年7月25日 該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

所管

所管

平成30年8月9日 非該当

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

17,925,000 経済産業省

西川町

秋田県鹿角郡小坂町

17,609,000 経済産業省

一般会計

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

法人番号5000020060003

公益財団法人資源環境センター
山形県

18,973,000 経済産業省

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

国所管、都道府県所管の区分

平成30年6月7日 非該当

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金

一般会計

298,911,600 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業海外展開等支援事業費補助金

一般会計

法人番号5000020152056

35

エネルギー対策特別会計

一般会計

法人番号4010001144790

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

一般会計

柏崎市

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

株式会社toor

34

19,661,301 経済産業省

エネルギー対策特別会計

一般会計

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

法人番号8000020040002

エネルギー対策特別会計

一般会計

平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費

宮城県

エネルギー対策特別会計

一般会計

33

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

エネルギー対策特別会計

一般会計

31

32

エネルギー対策特別会計

一般会計

8,539,000 経済産業省

平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）

エネルギー対策特別会計

一般会計

90,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

18

平成29年度グローバル企業展開・イノベーション促進事業費補助金（JAPANブランド育成支援事業）

公益法人の区分

平成30年5月31日 非該当

9,544,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020052078

（単位 円）
公益法人の場合

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

法人番号4000020022012

法人番号7000020032140

交付決定日

エネルギー対策特別会計

法人番号4000020030007

法人番号1000020022080

支出元（目）名称

289,084 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

16

17

支出元会計区分

平成30年8月10日 非該当

平成30年9月5日 非該当

平成30年7月26日 非該当

平成30年8月23日 非該当

95

平成30年度地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事業）

逢春株式会社

法人番号6420001015759

2,038,000 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年8月8日 非該当

3,055,449 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年5月7日 非該当

22,499,615 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年4月2日 該当

96

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

公益財団法人山形県産業技術振興機構

法人番号6390005000380

29,543,256 経済産業省

98

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

佐藤繊維株式会社 他

法人番号8390001011784

29,945,841 経済産業省

22,469,516 経済産業省

97

99

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（スマートものづくり応援隊事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

国立大学法人山形大学

公益財団法人庄内地域産業振興センター

法人番号8390005002565

法人番号5390005003913

100

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

公益財団法人いわて産業振興センター

法人番号7400005000205

102

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

公益財団法人いわて産業振興センター

法人番号7400005000205

101

103
104

105
106

107

108

109

110

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

117
118
119
120
121
122
123

一般財団法人素形材センター

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

法人番号7400005000205
法人番号6010405010620

法人番号5370001007102

法人番号5370001007102

法人番号5370001007102

29,843,567 経済産業省
16,182,952 経済産業省

29,996,850 経済産業省
29,947,347 経済産業省

29,751,831 経済産業省

21,461,057 経済産業省

11,466,816 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 該当

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 該当
平成30年4月2日 該当

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

公益財団法人福島県産業振興センター

法人番号2380005010153

29,999,902 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年4月2日 該当

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

国立大学法人山形大学

国立大学法人東北大学未来科学技術共同研究センター
公益財団法人福島県産業振興センター

地方独立行政法人青森県産業技術センター
公益財団法人福島県産業振興センター
公益財団法人みやぎ産業振興機構

公益財団法人いわて産業振興センター

公益財団法人あきた企業活性化センター
公益財団法人みやぎ産業振興機構

公益財団法人あきた企業活性化センター
公益財団法人みやぎ産業振興機構

法人番号8390005002565

法人番号7370005002147

法人番号2380005010153
法人番号5420005005492

法人番号2380005010153
法人番号4370005003271
法人番号7400005000205
法人番号2410005005439
法人番号4370005003271
法人番号2410005005439
法人番号4370005003271

29,999,996 経済産業省
29,999,997 経済産業省

22,499,998 経済産業省

12,437,189 経済産業省
45,000,000 経済産業省

44,971,322 経済産業省
44,983,547 経済産業省
44,990,869 経済産業省
36,879,212 経済産業省
44,998,716 経済産業省
43,937,652 経済産業省
44,999,457 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計
一般会計
一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

所管

平成30年8月28日 該当
平成30年8月30日 該当
平成30年8月31日 該当
平成30年9月4日 該当

41,431,754 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年9月4日 該当

126

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

公益財団法人あきた企業活性化センター

法人番号2410005005439

44,893,870 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年9月3日 非該当

127

128
129
130
131
132
133

134

135

136
137

138

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）（継続事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）（継続事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）（継続事業）
平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）
平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）
平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）

国立大学法人秋田大学

公益財団法人庄内地域産業振興センター
公益財団法人みやぎ産業振興機構
公益財団法人みやぎ産業振興機構
公益財団法人みやぎ産業振興機構
国立大学法人山形大学

公益財団法人山形県企業振興公社

公益財団法人あきた企業活性化センター

公益財団法人みやぎ産業振興機構

一般社団法人青森県発明協会

公益財団法人福島県産業振興センター

公益財団法人いわて産業振興センター

法人番号2410005001280

法人番号5390005003913
法人番号4370005003271
法人番号4370005003271
法人番号4370005003271
法人番号8390005002565
法人番号5390005000373

法人番号2410005005439

法人番号4370005003271

法人番号1420005002460
法人番号2380005010153

法人番号7400005000205

139

平成30年度被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金

仙台市

法人番号8000020041009

141

平成30年度被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金

気仙沼市ガス事業管理者

法人番号8000020042056

140

142

143

144

145
146
147
148
149
150
151
152

平成30年度被災都市ガス導管移設復旧支援事業費補助金

石巻ガス株式会社

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

平成30年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

平成30年度廃止石油坑井封鎖事業費補助金（秋田第三院内鉱山

むつ市

Ｒ－３１号井）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（有限会社グローバルアイ）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社北彩屋）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（有限会社二階堂）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（水月堂物産株式会社）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（ブナコ株式会社）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（石巻うまいもの株式会社）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (株式会社ゆう幸)
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業）

(あおもり藍産業協同組合)

153

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業）

155

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（青文テキスタイル株式会社）

154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（有限会社冨岡商店）

(株式会社東北農都共生総合研究所)

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (有限会社サンマモルワイナリー)
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (新栄水産有限会社)

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社三陸コーポレーション）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社フカコラ美人）
平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（水沢鋳物工業協同組合）
平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（会津漆器協同組合）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（今野印刷株式会社）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社阿部ニット）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (なんぶ農援株式会社)

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社ふかうら開発）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（米富繊維株式会社）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社マルキン）

刈羽村

にかほ市

有限会社グローバルアイ
株式会社北彩屋
有限会社二階堂

水月堂物産株式会社
ブナコ株式会社

石巻うまいもの株式会社
株式会社ゆう幸

あおもり藍産業協同組合

44,979,998 経済産業省

45,000,000 経済産業省

44,985,597 経済産業省
22,442,450 経済産業省
16,290,959 経済産業省
22,253,180 経済産業省

9,144,000 経済産業省

特許特別会計

3,815,000 経済産業省

特許特別会計

6,350,000 経済産業省

平成30年6月21日 非該当

89,090,000 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

東日本大震災復興特別会計

天然ガス安定供給対策事業費補助金

平成30年6月21日 非該当

法人番号7370301000110

22,475,000 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

法人番号1000020022080

40,256,244 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

40,569,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

法人番号9000020155047

法人番号4000020052141

法人番号7390002009044

一般会計

法人番号3420002002230

3,151,864 経済産業省

一般会計

法人番号8420001009445

3,600,000 経済産業省

法人番号3370301000683
法人番号6370001039136
法人番号6410001008747
法人番号6420005002316

株式会社阿部ニット
なんぶ農援株式会社

株式会社ふかうら開発
米富繊維株式会社
株式会社マルキン

法人番号5410002012889
法人番号5420002019982
法人番号8390002008219
法人番号5370001040268
法人番号6370501001009

817,000 経済産業省

3,043,974 経済産業省
3,677,000 経済産業省
3,596,000 経済産業省
1,620,000 経済産業省

4,168,328 経済産業省
1,635,000 経済産業省
2,276,000 経済産業省
5,834,000 経済産業省
742,000 経済産業省

法人番号3400605000095

4,800,000 経済産業省

法人番号7370001003009

956,000 経済産業省

法人番号2380005007827

933,333 経済産業省

法人番号6380001003330

3,052,035 経済産業省

法人番号5420001008524

1,999,000 経済産業省

法人番号3420001007701
法人番号5390001002456
法人番号9370301002427

2,845,000 経済産業省
2,592,591 経済産業省

174
175
176
177
178
179
180
181
182

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金 （ふるさと名物等支援事業）（株式会社かね久）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社タスクフーズ）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社森山）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（有限会社山形工房）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社あきた六次会）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（世嬉の一酒造株式会社）
平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（及源鋳造株式会社）

平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（秋田県漆器工業協同組合）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社天の川）
平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (須藤勇一)

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業) (まるい食品株式会社)

株式会社かね久

株式会社タスクフーズ
株式会社森山

有限会社山形工房

株式会社あきた六次会
世嬉の一酒造株式会社
及源鋳造株式会社

秋田県漆器工業協同組合
株式会社天の川
須藤

勇一

まるい食品株式会社

法人番号6370601003318

3,007,000 経済産業省

法人番号7390002015018

3,060,000 経済産業省

法人番号8380001001729
法人番号9410001006888
法人番号4400501000181
法人番号6400601000055
法人番号9410005002660
法人番号2420001004641
法人番号9999999999999

189

190

191
192

平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業(株式会社花火創造企業)

平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業（株式会社サリバテック）
平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業（株式会社花祭壇）
平成30年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費（株式会社toor）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（JAPANブランド育成支援事業）

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（岩手県）（平成29年度繰越予算）

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

株式会社花火創造企業

株式会社サリバテック
株式会社花祭壇
株式会社toor

株式会社キャスト
岩手県

一般会計

1,360,699 経済産業省
856,000 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月30日 非該当
平成30年5月30日 非該当
平成30年6月7日 非該当
平成30年7月3日 非該当
平成30年6月7日 非該当
平成30年6月7日 非該当

平成30年6月7日 非該当
平成30年6月7日 非該当
平成30年6月7日 非該当
平成30年6月7日 非該当

平成30年6月15日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月30日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月25日 非該当

平成30年6月12日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月28日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年6月29日 非該当

平成30年6月11日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年6月20日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計

平成30年5月11日 非該当

平成30年6月7日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年6月7日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月24日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月25日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月24日 非該当

平成30年6月22日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月25日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月24日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年6月12日 非該当
平成30年6月15日 非該当
平成30年6月12日 非該当
平成30年6月15日 非該当
平成30年6月20日 非該当
平成30年6月6日 非該当
平成30年7月3日 非該当

972,533 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年6月28日 非該当

法人番号2370301002540

188

7,443,371 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年5月24日 非該当

法人番号7370005002642

株式会社草新舎

187

一般会計

平成30年5月14日 非該当

平成30年6月22日 非該当

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金(ふるさと名物等支援事業)(株式会社草新舎)

昭和村からむし後継者育成協議会

6,831,029 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年7月10日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

185

平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（昭和村からむし後継者育成協議会）

1,480,000 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年5月17日 非該当

一般会計

法人番号5380005008005

186

2,528,000 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年5月18日 非該当

3,053,000 経済産業省

会津本郷焼事業協同組合
仙台箪笥協同組合

1,504,148 経済産業省

石油資源採掘対策事業費補助金

平成30年6月13日 非該当

法人番号8390001007832

平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（会津本郷焼事業協同組合）
平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（仙台箪笥協同組合）

721,000 経済産業省

法人番号3390001010519

183
184

2,675,647 経済産業省

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計

1,727,997 経済産業省

法人番号1390001009736

非化石エネルギー等導入促進対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

2,124,000 経済産業省

法人番号5420001013482

株式会社安部吉

天然ガス安定供給対策事業費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計

株式会社エビサワ農園

法人番号5390001008453

エネルギー対策特別会計

一般会計

1,050,000 経済産業省

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社エビサワ農園）

鶴岡シルク株式会社

東日本大震災復興特別会計

22,551,900 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
1,517,000 経済産業省

法人番号9420001014683

平成30年5月8日 該当

平成30年5月18日 該当

天然ガス安定供給対策事業費補助金

一般会計

今野印刷株式会社

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

平成30年5月8日 該当

平成30年5月8日 非該当

東日本大震災復興特別会計

170

173

特許特別会計

2,677,000 経済産業省

会津漆器協同組合

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

平成30年4月26日 該当

1,032,328 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

1,255,316 経済産業省

172

特許特別会計

3,660,000 経済産業省

法人番号9999999999999

3,964,998 経済産業省
545,000 経済産業省

3,544,000 経済産業省

法人番号7410001010792

13,768,735 経済産業省

法人番号2370001009852

27,580,709 経済産業省

法人番号1390001013465

法人番号4010001144790

法人番号3010601001153
法人番号4000020030007

30,000,000 経済産業省

19,661,301 経済産業省
1,800,000 経済産業省

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計
一般会計

813,098,151 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

中小企業経営支援等対策費補助金

東日本大震災復興特別会計

中小企業海外展開等支援事業費補助金

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

所管
所管

所管

所管

平成30年4月2日 該当

平成30年5月8日 該当

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

所管

所管

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

特許特別会計

所管

平成30年4月2日 該当

平成30年4月2日 該当

特許特別会計

6,310,000 経済産業省

法人番号5390001010327

水沢鋳物工業協同組合

中小企業経営支援等対策費補助金

所管

平成30年9月3日 該当

4,800,000 経済産業省

青文テキスタイル株式会社

株式会社フカコラ美人

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

一般会計

株式会社三陸コーポレーション

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年9月3日 非該当

平成30年5月31日 非該当

法人番号9999999999999

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（株式会社安部吉）

一般会計

2,051,000 経済産業省

新栄水産有限会社

中小企業経営支援等対策費補助金

中小企業知的財産活動支援事業費補助金

羽越しな布振興協議会

171

一般会計

法人番号5370001022720

有限会社サンマモルワイナリー

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年9月3日 非該当

特許特別会計

平成30年度伝統的工芸品産業支援補助金（羽越しな布振興協議会）

平成30年度ふるさと名物応援事業補助金（ふるさと名物等支援事業）（鶴岡シルク株式会社）

一般会計

株式会社東北農都共生総合研究所
有限会社冨岡商店

中小企業経営支援等対策費補助金

9,000,000 経済産業省

168
169

一般会計

所管

平成30年8月30日 該当

法人番号6390005000380
法人番号1010005002626

所管

所管

公益財団法人山形県産業技術振興機構

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

所管

所管

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

所管

平成30年7月4日 該当

124
125

所管

平成30年8月29日 該当
平成30年8月31日 該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年4月2日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金
中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年4月2日 非該当

平成30年8月30日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

一般会計

平成30年4月2日 該当

中小企業経営支援等対策費補助金

中小企業経営支援等対策費補助金

所管

平成30年4月2日 非該当

中小企業経営支援等対策費補助金

法人番号2380005010153

所管

平成30年4月2日 非該当

一般会計

公益財団法人福島県産業振興センター

所管

平成30年4月2日 非該当

24,072,086 経済産業省

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

116

公益財団法人いわて産業振興センター

法人番号6400005002359

25,063,315 経済産業省

中小企業経営支援等対策費補助金

法人番号5370001007102

113

115

地方独立行政法人岩手県工業技術センター

法人番号9013305002197

29,597,650 経済産業省

一般会計

平成30年4月2日 該当

株式会社インテリジェント・コスモス研究機構

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

114

一般社団法人産学金連携推進機構

法人番号5370001019188

中小企業経営支援等対策費補助金

平成30年度中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）

111
112

東北マイクロテック株式会社

一般会計

平成30年6月28日 非該当
平成30年7月31日 非該当
平成30年7月31日 非該当

平成30年8月21日 非該当

平成30年8月21日 非該当

平成30年8月23日 非該当

平成30年9月6日 非該当
平成30年8月7日 非該当

平成30年8月29日 非該当

所管
所管
所管

所管

所管
所管

所管

193

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（岩手県、平成29年度繰越予算）

岩手県

法人番号4000020030007

2,030,419,611 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

東日本大震災復興特別会計

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

平成30年4月2日 非該当

194

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（宮城県

平成29年度当初予算繰越分）

宮城県

法人番号8000020040002

4,927,272,983 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

東日本大震災復興特別会計

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

平成30年4月2日 非該当

196

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（宮城県

平成29年度当初予算繰越分）

宮城県

法人番号8000020040002

2,261,822,111 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

東日本大震災復興特別会計

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

平成30年8月29日 非該当

法人番号7000020070009

114,447,333 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

平成30年8月29日 非該当

195

197
198

199

200
201

202
203
204
205
206
207
208

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（宮城県

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（福島県
平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（福島県

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（福島県

平成29年度当初予算繰越分）

平成29年度当初予算繰越分）

平成29年度当初予算繰越分）一般枠

平成29年度当初予算繰越分）特別枠

平成30年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（岩手県）平成29年度繰越予算）（資材高騰）
平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金
平成30年度交付金事務等交付金

宮城県

福島県
福島県

福島県

岩手県
新潟県

岩手県
宮城県
山形県
秋田県
新潟県
青森県
福島県

法人番号8000020040002

法人番号7000020070009
法人番号7000020070009

法人番号4000020030007

140,720,665 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

5,501,807,450 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

103,857,173 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）
3,540,132 復興庁その他の各省各庁（経済産業省）

東日本大震災復興特別会計
東日本大震災復興特別会計

東日本大震災復興特別会計

東日本大震災復興特別会計
東日本大震災復興特別会計

法人番号5000020150002

249,940,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

法人番号8000020040002

829,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

法人番号4000020030007

1,729,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020060003

1,474,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002

2,804,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

4,858,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020050008
法人番号2000020020001

465,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

3,413,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金
電源立地地域対策交付金

電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金
電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当

平成30年8月29日 非該当
平成30年8月7日 非該当

平成30年5月28日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当

209

平成30年度広報・調査等交付金

宮城県

法人番号8000020040002

39,085,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当

211

平成30年度広報・調査等交付金

青森県

法人番号2000020020001

135,683,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当

法人番号4000020030007

90,040,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

210

212

213

214
215

216

217
218

219

220
221

222

平成30年度広報・調査等交付金

平成30年度広報・調査等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金
平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金
平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金
平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金

新潟県

福島県

岩手県

岩手県
宮城県

宮城県

宮城県
秋田県

秋田県

青森県
青森県

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金

福島県

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

むつ市

刈羽村

刈羽村

157,114,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

179,295,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

法人番号1000020022080

19,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

243
244
245

246
247

248

249
250

251
252

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

宮城県
宮城県
宮城県
宮城県

宮城県
宮城県

宮城県

宮城県
宮城県

宮城県
宮城県

19,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

33,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

280,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

78,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

81,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号9000020155047

225,408,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
35,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

11,733,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号4000020030007

242

180,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

262,422,593 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

岩手県

法人番号4000020030007

法人番号4000020030007

法人番号8000020040002
法人番号8000020040002

468,155,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
25,414,760 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

47,576,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
779,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

4,574,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

1,036,682,849 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

8,357,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

法人番号8000020040002

法人番号8000020040002

法人番号8000020040002

94,558,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

395,259,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

99,461,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
4,919,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

89,505,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

4,940,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

平成30年6月28日 非該当

石油貯蔵施設立地対策等交付金
石油貯蔵施設立地対策等交付金

石油貯蔵施設立地対策等交付金

石油貯蔵施設立地対策等交付金
石油貯蔵施設立地対策等交付金

石油貯蔵施設立地対策等交付金

4,852,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

石油貯蔵施設立地対策等交付金
石油貯蔵施設立地対策等交付金
電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金
電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

260

261

262

263

264

265

266

267

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

秋田県

女川町

女川町

女川町

女川町

女川町

女川町

女川町

女川町

法人番号7000020045811

法人番号7000020045811

120,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020045811

38,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020045811

法人番号7000020045811

法人番号7000020045811

法人番号7000020045811

平成30年度電源立地地域対策交付金

女川町

法人番号7000020045811

270

平成30年度電源立地地域対策交付金

女川町

法人番号7000020045811

271

272

273
274

275

276

277

278
279

280

281
282

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

女川町

小国町

上越市

新潟県
新潟県

新潟県

新潟県

新潟県

新潟県
新潟県

新潟県

新潟県
青森県

法人番号5000020150002

836,800,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002
法人番号5000020150002

法人番号5000020150002

法人番号2000020020001

288

289

290

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

青森県

青森県

青森県

139,126,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

5,858,567,352 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

153,586,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

98,708,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

324,485,680 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

青森県

287

641,338,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

1,106,866,530 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

5,198,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002
法人番号2000020020001

法人番号2000020020001

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

平成30年5月24日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年6月29日 非該当
平成30年5月25日 非該当

平成30年5月25日 非該当

平成30年7月6日 非該当

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年5月24日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

平成30年5月1日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年6月28日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年4月9日 非該当

電源立地地域対策交付金
電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金
電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年4月20日 非該当

43,667,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

平成30年6月1日 非該当

65,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

153,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

エネルギー対策特別会計

558,049,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

エネルギー対策特別会計

平成30年5月1日 非該当

560,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

法人番号2000020020001

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

122,038,984 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002

エネルギー対策特別会計

47,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002

法人番号5000020150002

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

177,303,100 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020150002

エネルギー対策特別会計

5,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号9000020152226

285

平成30年度電源立地地域対策交付金

34,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

40,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号2000020020001

286

35,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号9000020064017

青森県

青森県

15,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

27,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

20,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020045811

283

284

24,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020045811

268
269

43,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

93,081,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

258,436,828 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

法人番号1000020050008

259

法人番号1000020050008

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

103,518,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

秋田県

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

法人番号5000020060003

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

258

平成30年4月2日 非該当

平成30年5月24日 非該当

エネルギー対策特別会計

30,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

40,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020075418

平成30年4月2日 非該当

平成30年5月1日 非該当

電源立地地域対策交付金

法人番号1000020075418

山形県

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

広野町

広野町

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

255

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年6月28日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

4,706,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年6月28日 非該当

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

257

平成30年6月28日 非該当

平成30年6月29日 非該当

6,818,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

256

平成30年6月28日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

法人番号8000020040002
法人番号8000020040002

平成30年6月28日 非該当

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

宮城県
宮城県

平成30年6月28日 非該当

平成30年4月13日 非該当

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年6月28日 非該当

電源立地地域対策交付金

253
254

平成30年6月28日 非該当

平成30年6月28日 非該当

法人番号1000020022080

法人番号9000020155047

エネルギー対策特別会計

石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年6月28日 非該当

石油貯蔵施設立地対策等交付金

40,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

平成30年6月28日 非該当

石油貯蔵施設立地対策等交付金

エネルギー対策特別会計

法人番号1000020022080

法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

石油貯蔵施設立地対策等交付金

392,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

122,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

平成30年6月28日 非該当

法人番号1000020022080

法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当

石油貯蔵施設立地対策等交付金

172,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

エネルギー対策特別会計

法人番号7000020070009
法人番号1000020022080

エネルギー対策特別会計

448,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

100,118,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

岩手県

9,338,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

240

平成30年度電源立地地域対策交付金

200,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020050008

法人番号9000020155047

241

12,625,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

13,876,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

刈羽村

岩手県

224,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号1000020050008

法人番号8000020040002

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

80,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

179,270,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

238

239

75,445,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020040002

法人番号1000020050008

225

平成30年度電源立地地域対策交付金

法人番号8000020040002

秋田県

福島県

226

法人番号4000020030007

法人番号2000020020001

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金

平成30年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金

法人番号7000020070009

青森県

223

224

法人番号5000020150002

260,649,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

339,420,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

213,271,320 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

平成30年6月1日 非該当

平成30年6月1日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

291

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

法人番号2000020020001

55,200,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

292

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

法人番号2000020020001

1,647,018,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

294

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

法人番号2000020020001

1,437,212,339 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

法人番号2000020020001

636,784,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

293

295

296

297

298

299

300
301

302

303

304
305

306

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

青森県

青森県

青森県

石巻市

大間町

大間町

大間町
大間町

柏崎市

柏崎市

柏崎市
柏崎市

福島県

法人番号2000020020001

法人番号2000020020001

法人番号1000020042021

法人番号8000020024236

法人番号8000020024236

法人番号8000020024236
法人番号8000020024236

福島県

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320
321

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

福島県

福島県

福島県

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村
六ヶ所村

327

328

329

330
331

332

333

334

335

336

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金
平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村

六ヶ所村
六ヶ所村

六ヶ所村
福島県

福島県

福島県

福島県

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金
電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当
平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

196,736,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

54,548,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

160,432,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

150,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112
法人番号8000020024112

330,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

307,040,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

216,410,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

85,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

55,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）
6,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

37,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

20,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

34,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

140,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

125,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

5,800,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

58,900,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

37,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

126,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

638,097,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

475,420,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計
エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金
電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月25日 非該当

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月22日 非該当

平成30年5月25日 非該当
平成30年5月25日 非該当
平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地等推進対策交付金

平成30年6月29日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年5月24日 非該当

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当

エネルギー対策特別会計

電源立地等推進対策交付金

エネルギー対策特別会計

1,423,118,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

339

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

福島県

法人番号7000020070009

352,290,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

106,752,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

電源立地地域対策交付金

平成30年6月29日 非該当

電源立地等推進対策交付金

法人番号7000020070009
法人番号7000020070009

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

38,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

法人番号8000020024112

法人番号7000020070009

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

電源立地地域対策交付金

70,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

303,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

116,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

15,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号8000020024112

法人番号8000020024112

エネルギー対策特別会計

福島県
福島県

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

法人番号7000020070009

270,228,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金
平成30年度福島特定原子力施設地域振興交付金

電源立地地域対策交付金

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

法人番号7000020070009

219,375,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

337
338

電源立地地域対策交付金

平成30年7月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

法人番号8000020024112

六ヶ所村

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

六ヶ所村

平成30年度電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

電源立地地域対策交付金

2,604,540,912 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

平成30年6月29日 非該当

法人番号7000020070009

法人番号7000020070009

324

326

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

平成30年5月24日 非該当

法人番号8000020024112

325

エネルギー対策特別会計

平成30年4月2日 非該当

電源立地地域対策交付金

六ヶ所村

六ヶ所村

98,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

電源立地地域対策交付金

エネルギー対策特別会計

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

228,435,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

エネルギー対策特別会計

34,555,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

322

323

15,120,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

102,418,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年度電源立地地域対策交付金

福島県

7,800,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号7000020070009

309

平成30年度電源立地地域対策交付金

27,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

1,193,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020152056
法人番号7000020070009

310

20,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020152056

福島県

福島県

143,178,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

221,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020152056

平成30年度電源立地地域対策交付金

平成30年度電源立地地域対策交付金

397,800,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

法人番号5000020152056

307

308

640,000,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

電源立地等推進対策交付金

電源立地等推進対策交付金

電源立地等推進対策交付金

平成30年4月2日 非該当

平成30年4月2日 非該当

平成30年6月29日 非該当

平成30年6月29日 非該当

