
令和元年度（平成31年度）　補助金等の情報

【九州経済産業局】
(単位：円)

1

平成３１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）（コンクリート橋梁ひび
割れ等の点検のためのAI画像診断技術を用いた橋梁点
検・診断支援システムの開発）

公益財団法人長崎県産業振興財団 5310005001841 29,768,343 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31年04年01日 該当
所管以外（地方自
治体）

2

２０１９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）（スマートフォン用の
バッテリー検査工程における品質と生産性を向上させ
高度な判定を実現するマルチインプット型AIアルゴリ
ズム検査システムの開発）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 29,444,607 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

3

２０１９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）（食中毒リスクフリーの
ための高電圧大電流処理による革新的アニサキス殺虫
装置の開発）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 29,999,578 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

4

平成31年度中小企業経営支援等対策費補助金（内視鏡
外科医師の早期養成、及び手術時間短縮のため、眼電
位・筋電位等の生体信号による空間画像処理技術を開
発し、透過型ヘッドマウントディスプレイを用いたハ
ンズフリーコミュニケーション支援システムの製）

公益財団法人宮崎県産業振興機構 8350005001455 29,318,563 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

5

平成３１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）（途上国の子供たちが読
み書き計算を学ぶための、AI技術と動画自動生成技術
を有する基礎教育タブレット「Ta-BE（タビー）」の
開発）

公益財団法人宮崎県産業振興機構 8350005001455 28,182,239 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

6
平成３１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）（モータ積層コアの損失
計測技術の高度化とシステム開発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 22,303,980 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

7

２０１９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）（消化器内視鏡手術にお
ける早期がんを切除するための切断性能が高く、高レ
スポンスの動力伝達性能を有する高周波を使わないは
さみの開発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 21,939,464 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31年04月01日 非該当

8

２０１９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）（接着剤とプライマーと
の複合化技術の開発により、高減衰免震装置の減衰機
能向上及び大型化に不可欠な「高減衰ゴム-金属」間
の高強度の接着を可能にする接着シート及び接着剤

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 22,499,321 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

9
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

熊本県信用保証協会 1330005001694 16,138,720 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

10

平成３１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）（タブレット逐次鍛造法
を用いた低価格な防水型USB Type-Cコネクターと振り
子ダイス式逐次鍛造成形機の開発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 22,492,657 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31年04月01日 非該当

11

平成31年度中小企業経営支援等対策費補助金（定年延
長に繋がる健康管理のため、銀繊維ウェアにより心
拍・筋電等を無線で取得し、取得したデータを元に個
人ごとの健康管理・作業量負荷軽減を行うデバイス及
びシステムの開発）

公益財団法人飯塚研究開発機構　理事長　馬場　貞仁 1290005013752 29,999,584 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

12
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

佐賀県信用保証協会 2300005000244 6,173,000 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

13

平成３１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）（レーザ光高速走査・加
工除去物の効率換気・搬送シートの連続加工によるエ
アバッグの生産コスト低減を目的としたエアバッグ用
シートのレーザ裁断装置の開発）

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター 3290005001045 29,692,195 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

14

平成３１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）（次世代半導体製造工程
等のための低GWP混合冷媒を利用した１元冷凍方式に
よる冷却技術を用いた小型超低温領域用温度調節機の
研究開発）

公益財団法人長崎県産業振興財団 5310005001841 28,812,928 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）
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15
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

大分県信用保証協会 1320005000268 10,342,944 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

16
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

長崎県信用保証協会 2310005001019 15,687,866 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

17
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

宮崎県信用保証協会 7350005000656 8,372,000 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

18
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

福岡県信用保証協会 7290005002725 42,747,100 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

19

２０１９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）（低潮解性難燃剤とその
難燃剤均質注入・非破壊分布測定技術及び内装・外装
に適する塗装技術による“全数・全部位防火材料基
準”を満たす不燃木材の開発）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 22,499,645 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

20
平成３１年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経
営支援強化促進補助金

鹿児島県信用保証協会 5340005001509 8,991,400 経済産業省　一般会計 事業環境整備対策費補助金 平成31年04月01日 非該当

21

平成３１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）（高炉用回転式PCバー
ナーに使用するランスパイプの高耐熱・耐摩耗性を実
現する世界初のアルミナ拡散表面処理技術の研究開
発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 20,927,299 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

22

平成３１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）（燃料電池車向け超高純
度水素を石油化学コンビナート由来の副生ガスから精
製するためのバナジウム膜を用いた水素精製デバイス
の開発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 22,161,355 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

23

平成３１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）（自動車等輸送機械の窓
に色調豊かで高速応答性・高耐熱性をもつ調光機能を
搭載するためのカラー液晶調光素子の研究開発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 29,977,283 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

24

平成３１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）（植物成長促進による植
物工場の生産性向上を実現する照射環境制御型プラズ
マ援用種子処理装置開発）

公益財団法人九州先端科学技術研究所 7290005000844 29,987,545 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31年04月01日 該当
所管以外（他府省
庁）

25

平成３１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）（オンサイトがん検査を
実現するがん細胞の選択的捕捉が可能な動的変形マイ
クロフィルターの開発）

公益財団法人くまもと産業支援財団 8330005003940 22,499,659 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

26

平成３１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）（配線方法で機能が変わ
る「マスター回路」と「ミニマルファブ」を組合せ
た、多品種適量半導体の短納期・低コスト製造を実現
する、新しい半導体製造技術の開発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 29,999,572 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31年04月01日 非該当

27

平成３１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）（インクジェット技術を
利用した次世代フラットパネルディスプレイ用フォト
レジスト塗布装置及び専用フォトレジストの研究開
発）

公益財団法人くまもと産業支援財団 8330005003940 29,945,322 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31年04月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

28
（再交付）平成３０年度中小企業組合等共同施設等災
害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業）

熊本県 7000020430005 9,883,977,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

29
（第２０回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 463,613,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

30
（第２１回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 345,706,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

31
（第２２回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 93,504,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当



32
（第２３回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 1,309,208,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

33
（第２４回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 357,180,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

34
（平成29年度付け直し２）平成３０年度中小企業組合
等共同施設等災害復旧費補助金（中小企業等グループ
施設等復旧整備補助事業）

熊本県 7000020430005 1,232,172,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

35
（第２５回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 36,532,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

36
（第２６回）平成３０年度中小企業組合等共同施設等
災害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整
備補助事業）

熊本県 7000020430005 55,076,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

37
平成３０年度電源立地地域対策交付金【松浦市　上
期：調川公民館整備事業】

松浦市 3000020422088 60,047,000 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31年04月01日 非該当

38
平成３０年度電源立地地域対策交付金【松浦市　上
期：市道白浜中央線改良事業】

松浦市 3000020422088 21,673,392 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31年04月01日 非該当

39
平成29年度補正予算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）（いきいき唐津株式
会社）

いきいき唐津株式会社 2300001007953 250,000,000 経済産業省　一般会計 コンテンツ産業強化事業費補助金 平成31年04月01日 非該当

40
（平成29年度付け直し１）平成３０年度中小企業組合
等共同施設等災害復旧費補助金（中小企業等グループ
施設等復旧整備補助事業）

熊本県 7000020430005 199,901,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 平成31年04月01日 非該当

41
平成３０年度電源立地地域対策交付金【玄海町　上
期：町道長倉藤平線改良事業】

玄海町 4000020413879 71,000,000 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 平成31年04月01日 非該当

42
平成３１年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業
費補助金（中心市街地活性化支援事業）（大牟田商工
会議所）

大牟田商工会議所 5290005012346 2,690,904 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31年04月12日 非該当

43
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金（薩摩川内市：川内駅コンベンションセン
ター次世代エネルギーシステム導入事業）

薩摩川内市 1000020462152 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）　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31年04月17日 非該当

44 広報・調査等交付金（佐賀県） 佐賀県 1000020410004 44,136,000 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31年04年24日 非該当

45
平成３１年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源
立地地域対策補助金事業（いちき串木野市）小学校空
調設備及び電気設備整備事業）

鹿児島県 8000020460001 54,210,762 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31年04月26日 非該当

46
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）（宮崎県）

公益財団法人宮崎県産業振興機構 8350005001455 1,462,000 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月07日 該当
所管以外（地方自
治体）

47
平成３１年度電源立地地域対策交付金（原子力立地給
付金交付事業）

鹿児島県 8000020460001 674,484,725 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 令和元年05月07日 非該当

48
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：大分市）大分市立「のつはる少年自然の
家」維持運営事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年05月07日 非該当



49
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：直接）大分県立総合文化センター及び大分
県立美術館管理運営事業

大分県 1000020440001 200,000,000 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 令和元年05月07日 非該当

50
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（福岡県：八女市）マイクロバス整備事業

福岡県 6000020400009 6,000,000 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 令和元年05月07日 非該当

51
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）（大分県）

一般社団法人大分県発明協会 9320005002570 4,201,160 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月08日 非該当

52
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（鹿児島市）デジタル防災行政
無線維持運営事業）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月13日 非該当

53
平成３１年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源
立地地域対策補助金事業（鹿児島市）避難行動理解促
進事業）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月13日 非該当

54
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（いちき串木野市）学校給食セ
ンター配送車整備事業）

鹿児島県 8000020460001 8,000,000 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 令和元年05月13日 非該当

55
平成３１年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源
立地地域対策補助金事業（いちき串木野市）原子力発
電施設周辺地域加算給付金交付事業）

鹿児島県 8000020460001 6,499,722 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 令和元年05月13日 非該当

56
令和元年度電源立地地域対策交付金（温排水影響調査
事業）

鹿児島県 8000020460001 6,312,000 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 令和元年05月13日 非該当

57
令和元年度電源立地地域対策交付金（職業能力開発校
（吹上）空調設備整備事業）

鹿児島県 8000020460001 1,466,000 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 令和元年05月13日 非該当

58
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（薩摩川内市）学校教育施設等
管理運営事業（幼稚園）外）

鹿児島県 8000020460001 224,621,000 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 令和元年05月13日 非該当

59
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（阿久根市）給水車整備事業）

鹿児島県 8000020460001 16,236,028 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 令和元年05月13日 非該当

60
令和元年度電源立地地域対策交付金（重点業種研究開
発支援事業）

鹿児島県 8000020460001 12,000,000 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 令和元年05月13日 非該当

61 平成３１年度交付金事務等交付金（福岡県） 福岡県 6000020400009 51,980 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 令和元年05月13日 非該当

62 平成３１年度交付金事務等交付金（佐賀県） 佐賀県 1000020410004 320,000 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 令和元年05月13日 非該当

63 平成３１年度交付金事務等交付金（長崎県） 長崎県 4000020420000 80,000 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 令和元年05月13日 非該当

64 平成３１年度交付金事務等交付金（熊本県） 熊本県 7000020430005 320,000 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 令和元年05月13日 非該当

65 平成３１年度交付金事務等交付金（大分県） 大分県 1000020440001 240,000 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 令和元年05月13日 非該当



66 平成３１年度交付金事務等交付金（宮崎県） 宮崎県 4000020450006 1,200,000 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 電源立地等推進対策交付金 令和元年05月13日 非該当

67 平成３１年度交付金事務等交付金（鹿児島県） 鹿児島県 8000020460001 2,300,000 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 令和元年05月13日 非該当

68
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：直接）大分県立武道スポーツセンター管理
運営事業

大分県 1000020440001 50,000,000 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 令和元年05月13日 非該当

69
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：直接）大分スポーツ公園管理運営事業

大分県 1000020440001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月13日 非該当

70
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
事業（佐賀県電源立地地域対策補助金事業（唐津市唐
津中部衛生処理センター維持運営事業）

佐賀県 1000020410004 195,908,000 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 令和元年05月14日 非該当

71
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【松浦市（上期　直接：市道白浜中央線改良事業）】

松浦市 3000020422088 105,689,061 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 令和元年05月14日 非該当

72
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【松浦市（上期　直接：調川公民館整備事業）】

松浦市 3000020422088 275,130,000 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 令和元年05月14日 非該当

73
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（出水市）福祉バス更新事業）

鹿児島県 8000020460001 11,075,000 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 令和元年05月14日 非該当

74
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（日置市）災害対策用資機材等
整備事業）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月14日 非該当

75
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）(長崎県）

一般社団法人長崎県発明協会 4310005005975 3,343,787 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月15日 非該当

76
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（長崎つきまち
株式会社）

長崎つきまち株式会社 5310001001416 4,952,151 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月15日 非該当

77
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（小林商工会議
所）

小林商工会議所 9350005004507 4,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月15日 非該当

78
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金(佐賀県：地中熱率先導入可能性調査事
業）

佐賀県 1000020410004 30,420,170 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 令和元年05月15日 非該当

79
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期②　さが「きらめく」ものづく
り産業創生応援事業　））

佐賀県 1000020410004 57,554,560 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 令和元年05月15日 非該当

80
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（山都町）山都町地域公共交通再編実施計画策定事業

山都町 6000020434477 5,700,000 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 令和元年05月15日 非該当

81
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社零SPACE）

株式会社零SPACE 8320001013572 20,370,786 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月16日 非該当

82
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【松浦市（上期　直接：市道江口中谷ノ元・旭橋線歩
道整備事業）】

松浦市 3000020422088 31,995,250 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 令和元年05月16日 非該当



83
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）

公益財団法人福岡県中小企業振興センター 6290005001100 12,293,000 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月17日 該当
所管以外（地方自
治体）

84
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター 3300005006018 3,820,000 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月17日 該当
所管以外（地方自
治体）

85
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）

公益財団法人かごしま産業支援センター 7340005007669 6,246,000 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月17日 該当
所管以外（地方自
治体）

86
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社ロジカルプロダクト）

株式会社ロジカルプロダクト 8290001011126 19,970,769 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月20日 非該当

87
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【薩摩川内市：直接（上期　管理運営）】

薩摩川内市 1000020462152 879,938,000 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 令和元年05月21日 非該当

88
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（延岡市）ホタルの里休暇村補修
事業）

宮崎県 4000020450006 509,053 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 令和元年05月21日 非該当

89
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期④　リーディング企業創出支援
事業））

佐賀県 1000020410004 14,400,000 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 令和元年05月21日 非該当

90
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期⑤ＳＡＧＡサンライズパーク陸
上競技場照明施設改修工事））

佐賀県 1000020410004 353,910,000 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 令和元年05月21日 非該当

91
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　新エネルギー産業等プロジェ
クト促進事業））

長崎県 4000020420000 15,747,000 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 令和元年05月21日 非該当

92
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　窯業人材育成等産地支援事
業））

長崎県 4000020420000 13,352,650 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 令和元年05月21日 非該当

93
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　「長崎は、美味しい。」食の
ＰＲ事業））

長崎県 4000020420000 19,829,554 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 令和元年05月21日 非該当

94
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　新成長ものづくり産業支援事
業））

長崎県 4000020420000 26,547,877 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 令和元年05月21日 非該当

95
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　長崎フード・バリューアップ
事業））

長崎県 4000020420000 24,810,000 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 令和元年05月21日 非該当

96
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　ロボット・IOT関連産業育成
事業））

長崎県 4000020420000 26,400,000 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 令和元年05月21日 非該当

97
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　県内企業のキャリアパス導入
支援事業））

長崎県 4000020420000 2,327,832 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 令和元年05月21日 非該当

98
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　長崎四季畑ブランド推進事
業））

長崎県 4000020420000 3,894,000 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 令和元年05月21日 非該当

99
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）施設・地域型給付費支給事業）

佐賀県 1000020410004 94,258,000 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 令和元年05月21日 非該当



100
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）浜野浦の棚田振興事業）

佐賀県 1000020410004 8,200,000 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 令和元年05月21日 非該当

101
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）水道施設日常管理事業）

佐賀県 1000020410004 25,000,000 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 令和元年05月21日 非該当

102
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金（平戸市：平戸市バイオマスエネルギー導
入パイロットプロジェクト事業）

平戸市 4000020422070 177,390,860 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 令和元年05月22日 非該当

103
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金（鹿児島県：エネルギーパークかごしま推
進事業）

鹿児島県 8000020460001 17,823,000 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 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 令和元年05月22日 非該当

104
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金（鹿児島県：水素・再生可能エネルギー
フェア事業）

鹿児島県 8000020460001 771,000 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 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 令和元年05月22日 非該当

105
平成３１年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事
業費補助金(松浦市：再生可能エネルギー導入ポテン
シャル調査、推進計画策定事業）

松浦市 3000020422088 13,974,100 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 令和元年05月22日 非該当

106
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
(コンパルホール施設整備事業)

大分市 4000020442011 146,201,200 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 令和元年05月22日 非該当

107

令和元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）（高齢化社会における生活
習慣病の早期発見のため、老化赤血球のスクリーニン
グ及び非老化赤血球の変形能が測定可能な２ステッ
プ・フィルトレーション法による自動測定装置の開
発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 29,999,181 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月23日 非該当

108
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金（中
小企業等外国出願支援事業）

公益財団法人くまもと産業支援財団 8330005003940 5,191,800 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年05月23日 該当
所管以外（地方自
治体）

109
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（延岡市）道の駅「北川はゆま」
機能強化事業）

宮崎県 4000020450006 1,100,000 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 令和元年05月23日 非該当

110
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期①　九州シンクロトロン光研究
センター施設管理事業ほか））

佐賀県 1000020410004 171,740,135 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 令和元年05月23日 非該当

111
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県：原子力立地給付金交付事業）

佐賀県 1000020410004 606,903,159 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 令和元年05月23日 非該当

112
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）海底浄化事業）

佐賀県 1000020410004 2,520,000 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 令和元年05月23日 非該当

113
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（水道配水管布設事業））

玄海町 4000020413879 8,000,000 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 令和元年05月23日 非該当

114
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（農業集落排水運営事業））

玄海町 4000020413879 3,000,000 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 令和元年05月23日 非該当

115
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（養護老人ホーム入所措置事業）

玄海町 4000020413879 11,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月23日 非該当

116
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社ヘルシーアイラ
ンズ）

株式会社ヘルシーアイランズ 8340001019064 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月24日 非該当



117
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期③　九州シンクロトロン光研究
センター産業利用コーディネート事業ほか））

佐賀県 1000020410004 19,799,277 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 令和元年05月24日 非該当

118
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（指宿市）利永保育所管理運営
事業）

鹿児島県 8000020460001 3,000,000 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 令和元年05月24日 非該当

119
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）水道運営事業）

佐賀県 1000020410004 18,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月24日 非該当

120
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（健康支援事業））

玄海町 4000020413879 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年05月24日 非該当

121
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（環境維持運営事業））

玄海町 4000020413879 18,000,000 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 令和元年05月24日 非該当

122
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（行政放送地デジ運営事業））

玄海町 4000020413879 51,200,000 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 令和元年05月24日 非該当

123
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（町道道路のり面・土工構造物修繕事業））

玄海町 4000020413879 11,000,000 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 令和元年05月24日 非該当

124
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（町道路面維持修繕事業））

玄海町 4000020413879 13,000,000 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 令和元年05月24日 非該当

125
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（特定非営
利活動法人博多織技能開発養成学校）

特定非営利活動法人博多織技能開発養成学校 3290005004048 10,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月27日 非該当

126
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（阿久根市）番所丘公園指定管
理事業外）

鹿児島県 8000020460001 44,655,105 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 令和元年05月27日 非該当

127
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（雲仙市商工
会）

雲仙市商工会 9310005004923 5,992,968 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月28日 非該当

128
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（美郷町）美郷町救急救命事業）

宮崎県 4000020450006 14,333,000 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 令和元年05月28日 非該当

129
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（日之影町）日之影町観光協会補
助事業）

宮崎県 4000020450006 4,400,000 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 令和元年05月28日 非該当

130
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（玄海町）町道竹の下線・田代線改良事業）

佐賀県 1000020410004 23,000,000 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 令和元年05月28日 非該当

131
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（神埼市）脊振町通学バス運行事業）

佐賀県 1000020410004 4,400,000 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 令和元年05月28日 非該当

132
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（在宅介護支援センター運営事業））

玄海町 4000020413879 7,600,000 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 令和元年05月28日 非該当

133
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（総合相談事業））

玄海町 4000020413879 7,000,000 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 令和元年05月28日 非該当



134
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（唐津北部衛生処理センター管理運営事
業））

玄海町 4000020413879 21,000,000 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 令和元年05月28日 非該当

135
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：宇佐市）小型動力ポンプ付消防積載車整備
事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年05月28日 非該当

136
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（三川内陶
磁器工業協同組合）

三川内陶磁器工業協同組合 3310005002610 5,797,048 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 非該当

137
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（波佐見焼
振興会）

波佐見焼振興会 - 1,691,800 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 非該当

138
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（長崎鼈甲
組合連合会）

長崎鼈甲組合連合会　 - 1,801,559 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 非該当

139

令和元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）（長寿命で優れた耐摩耗
性・耐肌荒れ性等を有するΦ１０００ｍｍ以上の圧延
用大径ロールの開発）

公益財団法人北九州産業学術推進機構 3290805008207 21,393,010 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 該当
所管以外（地方自
治体）

140
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（山鹿灯籠
振興会）

山鹿灯籠振興会 - 2,920,046 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 非該当

141
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（博多織工
業組合）

博多織工業組合 5290005002512 2,325,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月29日 非該当

142
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(佐賀県：洋上風力発電事業関連産業創出に
向けた拠点港調査事業）

佐賀県 1000020410004 16,722,320 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 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 令和元年05月30日 非該当

143
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（有限会社内藤額縁店）

有限会社内藤額縁店 1290002053685 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年05月31日 非該当

144
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社種商）

株式会社種商 1290001049148 2,610,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月03日 非該当

145
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社ヴィンテージ）

株式会社ヴィンテージ 1290801006819 7,479,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月03日 非該当

146
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社アマケンテッ
ク）

株式会社アマケンテック 7330001015528 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月03日 非該当

147
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（宮崎市）宮崎市高岡地区農村環
境改善センター維持管理事業）

宮崎県 4000020450006 1,833,000 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 令和元年06月03日 非該当

148
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(阿久根市：温水プール木質バイオマスボイ
ラー導入事業）

阿久根市 8000020462063 48,052,116 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 令和元年06月03日 非該当

149
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（大分県：直接）スクールバス整備事業

大分県 1000020440001 12,922,000 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 令和元年06月03日 非該当

150
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（鹿児島県
薩摩焼協同組合）

鹿児島県薩摩焼協同組合 8340005000078 1,800,784 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月04日 非該当



151
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（小石原焼
陶器協同組合）

小石原焼陶器協同組合　 8290005007228 3,491,612 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月04日 非該当

152
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（ＰＩＥＭ株式会社）

ＰＩＥＭ株式会社 4310001004295 18,254,425 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月04日 非該当

153
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（（玄海町）町道橋梁長寿命化修繕事業））

玄海町 4000020413879 72,000,000 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 令和元年06月04日 非該当

154
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社フジコー）

株式会社フジコー 4290801003292 6,270,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月05日 非該当

155
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社熊本アイディー
エム）

株式会社熊本アイディーエム 5330001009390 4,864,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月05日 非該当

156
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（２０１６株式会社）

２０１６株式会社 8300001009960 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月07日 非該当

157
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社ジウン）

株式会社ジウン 2290001039908 28,706,963 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月07日 非該当

158
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（木下木芸　代表者　木下
正人）

木下木芸 - 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月07日 非該当

159
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（株式会社高橋商店）

株式会社高橋商店 2290001053000 2,310,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月10日 非該当

160
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（協和機電工業株式会社）

協和機電工業株式会社 7310001000473 28,834,045 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月10日 非該当

161
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　工業技術センター機械整備事
業）

長崎県 4000020420000 31,621,700 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 令和元年06月10日 非該当

162
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（株式会社タマ
チ）

株式会社タマチ 2310001011938 171,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月11日 非該当

163
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社エスポワール）

株式会社エスポワール 9340001006152 12,230,634 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月12日 非該当

164
平成３０年度地域新成長産業創出促進事業費補助金
（地域未来オープンイノベーション・プラットフォー
ム構築事業）【大分県】

大分県 1000020440001 54,200,000 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月12日 非該当

165
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（天栄食品　代表者　津田
拓司）

天栄食品 - 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月12日 非該当

166
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（有限会社　小田畜産）

有限会社小田畜産 1340002023427 2,418,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月13日 非該当

167
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（益城町商工
会）

益城町商工会 6330005003819 8,917,162 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月14日 非該当



168
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（鹿児島県
本場大島紬協同組合連合会）

鹿児島県本場大島紬協同組合連合会 9340005004739 5,355,042 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月17日 非該当

169
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

オーエーセンター株式会社 5290801000504 24,850,000 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月17日 非該当

170
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（延岡市）北川体育館施設整備事
業）

宮崎県 4000020450006 2,390,000 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 令和元年06月17日 非該当

171
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【長崎県：「長崎俵物」ＰＲ事業】

長崎県 4000020420000 6,789,400 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 令和元年06月17日 非該当

172
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　企業誘致高度人材確保支援事
業））

長崎県 4000020420000 3,447,000 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 令和元年06月17日 非該当

173
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(長島町：再生可能エネルギー産業利用可能
性調査事業）

長島町 2000020464040 29,360,000 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 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 令和元年06月17日 非該当

174 広報・調査等交付金（鹿児島県） 鹿児島県 8000020460001 42,968,000 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 令和元年06月18日 非該当

175
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（波佐見陶
磁器工業協同組合）

波佐見陶磁器工業協同組合 1310005002323 2,600,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月20日 非該当

176
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（佐賀県陶
磁器工業協同組合）

佐賀県陶磁器工業協同組合 7300005004389 2,200,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月20日 非該当

177
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（福山黒酢株式会社）

福山黒酢株式会社 5340001007468 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月21日 非該当

178
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（阿久根市）山下小学校１６号
棟屋根防水改修事業）

鹿児島県 8000020460001 3,487,440 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 令和元年06月21日 非該当

179
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（出水市）出水総合医療セン
ターベッド更新事業）

鹿児島県 8000020460001 15,817,000 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 令和元年06月21日 非該当

180
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（さつま町）さつま町消防本部
水槽付消防ポンプ自動車整備事業）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年06月21日 非該当

181
令和元年度電源立地地域対策交付金（水素・再生可能
エネルギー普及啓発事業）

鹿児島県 8000020460001 1,076,187 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 令和元年06月21日 非該当

182
令和元年度電源立地地域対策交付金（森の研修館かご
しま運営管理事業）

鹿児島県 8000020460001 3,156,360 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 令和元年06月21日 非該当

183
令和元年度中小企業・小規模事業者人材対策事業補助
金（サプライヤー応援隊事業）

公益財団法人 北九州産業学術推進機構 3290805008207 3,959,869 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月24日 該当
所管以外（地方自
治体）

184
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社diffeasy）

株式会社diffeasy 4290001071826 9,127,939 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月24日 非該当



185
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（延岡市）祖母・傾・大崩ユネス
コエコパーク推進事業）

宮崎県 4000020450006 3,111,000 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 令和元年06月24日 非該当

186
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（木城町）木城町立めばえ保育園
運営事業）

宮崎県 4000020450006 8,602,000 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 令和元年06月24日 非該当

187
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（都農町）都農町子育て応援手当
事業）

宮崎県 4000020450006 4,400,000 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 令和元年06月24日 非該当

188
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（綾町）小・中学校ＩＣＴ環境整
備事業）

宮崎県 4000020450006 6,819,840 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 令和元年06月24日 非該当

189
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（miel）

ｍｉｅｌ - 2,429,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月25日 非該当

190
平成３０年度(補正予算）休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金【布計鉱山　鉱害防止工事】

伊佐市 3000020462241 45,000,000 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 令和元年06月25日 非該当

191
令和元年度地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費
補助金（中心市街地活性化支援事業）（まちづくりた
けた株式会社）

まちづくりたけた株式会社 5320001013988 2,701,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月25日 非該当

192
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【薩摩川内市：直接（上期　投資２−１）】

薩摩川内市 1000020462152 10,220,000 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 令和元年06月25日 非該当

193
令和元年度電源立地地域対策交付金（県民の森浄水場
施設更新事業）

鹿児島県 8000020460001 770,000 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 令和元年06月25日 非該当

194
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（さつま町）佐志水源地非常用
発電機設備購入事業）

鹿児島県 8000020460001 3,050,000 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 令和元年06月25日 非該当

195
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　窯業技術センター機械整備事
業））

長崎県 4000020420000 29,055,200 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 令和元年06月25日 非該当

196
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【薩摩川内市：直接（上期　投資２−２）】

薩摩川内市 4000020420000 15,420,000 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 電源立地地域対策交付金 令和元年06月25日 非該当

197
令和元年度電源立地地域対策交付金（大気監視測定機
器整備事業）

鹿児島県 8000020460001 5,679,960 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 令和元年06月25日 非該当

198
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（肝付町）公共用バス更新事
業）

鹿児島県 8000020460001 6,400,000 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 令和元年06月25日 非該当

199
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（伊佐市）伊佐市カヌー競技施
設整備事業）

鹿児島県 8000020460001 4,774,000 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 令和元年06月25日 非該当

200
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（垂水市）たるみず特産品販路
拡大支援事業）

鹿児島県 8000020460001 4,600,000 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 令和元年06月25日 非該当

201
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【薩摩川内市：直接（上期　投資２−３）】

薩摩川内市 1000020462152 127,710,000 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 令和元年06月25日 非該当



202
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（日向市）東郷公民館さくら館空
調整備事業）

宮崎県 4000020450006 4,530,000 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 令和元年06月25日 非該当

203
令和元年度（平成31年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（直接：上期　農林技術開発センター機械整
備事業））

長崎県 4000020420000 27,138,980 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 令和元年06月25日 非該当

204
令和元年度電源立地地域対策交付金（八代市）消防用
小型動力ポンプ等整備事業

熊本県 7000020430005 8,400,000 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 令和元年06月25日 非該当

205
令和元年度電源立地地域対策交付金（湯前町）グリー
ンパレスゴーカート整備事業

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年06月25日 非該当

206
令和元年度電源立地地域対策交付金（球磨村）消防用
小型動力ポンプ積載車等整備事業

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年06月25日 非該当

207
令和元年度電源立地地域対策交付金（菊池市）消防施
設整備事業

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年06月25日 非該当

208
令和元年度電源立地地域対策交付金（五木村）高野体
育館照明LED化整備事業

熊本県 7000020430005 5,186,000 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 令和元年06月25日 非該当

209
令和元年度電源立地地域対策交付金（美里町）文化交
流センター駐車場整備事業

熊本県 7000020430005 5,200,000 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 令和元年06月25日 非該当

210
（吉原鉱山　坑廃水処理）令和元年度休廃止鉱山鉱害
防止等工事費補助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）

日本磁力選鉱株式会社 4290801002880 2,218,000 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 令和元年06月26日 非該当

211
（第２７回）令和元年度中小企業組合等共同施設等災
害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業）

熊本県 7000020430005 415,254,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 令和元年06月26日 非該当

212
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（出水市）市道上村掛腰線舗装
工事）

鹿児島県 8000020460001 22,134,000 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 令和元年06月26日 非該当

213
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（南大隅町）町道鶴丸線道路整
備事業）

鹿児島県 8000020460001 4,900,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年06月26日 非該当

214
石油貯蔵施設立地対策等交付金（長崎県・上期・直
接）

長崎県 4000020420000 6,715,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

215
石油貯蔵施設立地対策等交付金（長崎県・上期・間
接）

長崎県 4000020420000 169,942,546 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

216
石油貯蔵施設立地対策等交付金（鹿児島県・上期・直
接）

鹿児島県 8000020460001 62,933,173 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

217
石油貯蔵施設立地対策等交付金（鹿児島県・上期・間
接）

鹿児島県 8000020460001 362,169,850 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

218
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（学校施設改修繕事業））

玄海町 4000020413879 60,000,000 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 令和元年06月26日 非該当



219
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（西米良村）村道下鶴線道路防災
工事）

宮崎県 4000020450006 7,087,000 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 令和元年06月26日 非該当

220
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（さつま町）町道五日町川口梁
原線道路舗装工事外）

鹿児島県 8000020460001 15,650,000 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 令和元年06月26日 非該当

221
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
事業（佐賀県電源立地地域対策補助金事業（井手原水
路整備工事））

佐賀県 1000020410004 3,093,000 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 令和元年06月26日 非該当

222
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（佐賀県（直接：上期⑥工業技術センター施設設備整
備事業外））

佐賀県 1000020410004 156,574,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年06月26日 非該当

223
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（玄海町（玄海町野球場修繕事業））

玄海町 4000020413879 38,300,000 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 令和元年06月26日 非該当

224
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（五ヶ瀬町）町道廻渕〜下日陰線
道路改良工事）

宮崎県 4000020450006 4,400,000 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 令和元年06月26日 非該当

225
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（薩摩川内市）財務用コン
ピュータ整備事業）

鹿児島県 8000020460001 8,356,000 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 令和元年06月26日 非該当

226
令和元年度電源立地地域対策交付金（教育文化施設に
おける再生可能エネルギー型街路灯整備事業）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年06月26日 非該当

227
石油貯蔵施設立地対策等交付金（大分県・上期・直
接）

大分県 1000020440001 11,102,400 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

228
石油貯蔵施設立地対策等交付金（大分県・上期・間
接）

大分県 1000020440001 101,744,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

229
石油貯蔵施設立地対策等交付金（佐賀県・上期・間
接）

佐賀県 1000020410004 26,594,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

230
石油貯蔵施設立地対策等交付金（熊本県・上期・間
接）

熊本県 7000020430005 16,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　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 令和元年06月26日 非該当

231
石油貯蔵施設立地対策等交付金（福岡県・上期・間
接）

福岡県 6000020400009 164,510,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

232
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金（福岡
県）

福岡県 6000020400009 241,836 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

233
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金（長崎
県）

長崎県 4000020420000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

234
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金（熊本
県）

熊本県 7000020430005 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

235
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金（大分
県）

大分県 1000020440001 254,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当



236
石油貯蔵施設立地対策等交付金事務等交付金（鹿児島
県）

鹿児島県 8000020460001 909,000 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 石油貯蔵施設立地対策等交付金 令和元年06月26日 非該当

237
令和元年度電源立地地域対策交付金（南阿蘇村）農業
用用排水施設改修工事

熊本県 7000020430005 7,267,000 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 令和元年06月26日 非該当

238
令和元年度電源立地地域対策交付金（うきは市）栗木
野公民館倉庫改修等工事

福岡県 6000020400009 4,400,000 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 令和元年06月26日 非該当

239
令和元年度電源立地地域対策交付金（那珂川市）公共
施設案内サイン設置工事

福岡県 6000020400009 4,400,000 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 令和元年06月26日 非該当

240
令和元年度電源立地地域対策交付金（豊後大野市）コ
ミュニティバス車両整備事業

大分県 1000020440001 7,935,400 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 令和元年06月27日 非該当

241
令和元年度電源立地地域対策交付金（由布市）耐震性
防火水槽設置事業（狭間町南田代地区）外

大分県 1000020440001 10,533,000 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 令和元年06月27日 非該当

242
令和元年度電源立地地域対策交付金（豊後大野市）豊
後大野市消防団消防ポンプ自動車整備事業

大分県 1000020440001 35,076,000 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 令和元年06月27日 非該当

243
令和元年度電源立地地域対策交付金（由布市）挾間町
上水道挾間浄水場逆洗ポンプ更新事業

大分県 1000020440001 3,090,000 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 令和元年06月27日 非該当

244
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

株式会社タケシタ 7290001053342 24,850,000 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月28日 非該当

245
平成３１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）

公益財団法人北九州産業学術推進機構 3290805008207 4,741,408 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年06月28日 該当
所管以外（地方自
治体）

246
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

協和機電工業株式会社 7310001000473 47,797,000 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月28日 非該当

247
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

株式会社 協環 3310001000452 2,053,000 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月28日 非該当

248
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

株式会社　ウラノ 7030001060471 29,465,200 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月28日 非該当

249
令和元年度地域経済牽引事業支援事業（戦略分野にお
ける地域経済牽引事業支援事業）

ミツワハガネ株式会社 2350001007049 20,384,800 経済産業省　一般会計 地域新成長産業創出促進事業費補助金 令和元年06月28日 非該当

250
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（熊本県旅行業協同組合）

熊本県旅行業協同組合 9330005000961 7,919,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月01日 非該当

251
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（有限会社入江木工）

有限会社入江木工 9290002052993 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月01日 非該当

252

令和元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）（新素材を切削加工した鋳
造型による低コスト小中ロット用アルミダイカスト鋳
造法の開発）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 28,108,468 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月02日 該当
所管以外（地方自
治体）



253
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（久留米絣
協同組合）

久留米絣協同組合 5290005009581 6,446,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月02日 非該当

254
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（別府竹製
品協同組合）

別府竹製品協同組合 6320005002755 1,450,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月02日 非該当

255
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（八女福島
仏壇仏具協同組合）

八女福島仏壇仏具協同組合　理事長　鶴　信行 7290005008730 3,772,805 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月02日 非該当

256
令和元年度電源立地地域対策交付金（別府市）消防用
装備等整備事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年07月02日 非該当

257
令和元年度電源立地地域対策交付金（竹田市）飛田川
農道整備事業外

大分県 1000020440001 21,000,000 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 令和元年07月02日 非該当

258
令和元年度電源立地地域対策交付金（玖珠町）町道烏
帽子線側溝整備事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年07月02日 非該当

259
令和元年度電源立地地域対策交付金（大津町）平川地
区公民館分館改修事業

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年07月02日 非該当

260
令和元年度電源立地地域対策交付金（日田市）市道町
内線舗装工事事業

大分県 1000020440001 22,800,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年07月02日 非該当

261
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【有限会社紅
屋】

有限会社紅屋 3320002019318 1,112,441 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月03日 非該当

262
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
事業（佐賀県電源立地地域対策補助金事業（温泉地活
性化推進事業））

佐賀県 1000020410004 4,640,000 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 令和元年07月03日 非該当

263
令和元年度電源立地地域対策交付金（フラワーパーク
維持補修事業（園内バス更新））

鹿児島県 8000020460001 13,090,000 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 令和元年07月03日 非該当

264
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（いちき串木野市）いちき串木
野づくし産業まつり補助事業）

鹿児島県 8000020460001 6,363,636 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 令和元年07月03日 非該当

265
令和元年度電源立地地域対策交付金（防災研修セン
ター展示等改修事業）

鹿児島県 8000020460001 30,714,810 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 令和元年07月03日 非該当

266
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（高原町）御池キャンプ村コテー
ジ改修工事）

宮崎県 4000020450006 4,400,000 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 令和元年07月03日 非該当

267
令和元年度電源立地地域対策交付金（小国町）町道湯
鶴線舗装打換工事

熊本県 7000020430005 6,345,000 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 令和元年07月03日 非該当

268
令和元年度電源立地地域対策交付金（阿蘇市）市道的
石車帰線道路舗装工事

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年07月03日 非該当

269
令和元年度電源立地地域対策交付金（佐伯市）「うめ
キャンプ村」ケビン改修事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年07月03日 非該当



270

令和元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）（安全な自動運転に貢献す
る車載カメラレンズを製作するため、ＮＰＤ（ナノ多
結晶ダイヤモンド）製工具の高精度切削加工技術を活
用した広角度・超硬合金製ガラスレンズ金型の開発）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 44,910,141 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月04日 該当
所管以外（地方自
治体）

271

令和元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）（超高画質（高精細・広色
域）次世代表示装置を実現する為の新規合成技術によ
る使用制限特定有害物質を含まない高特性新開発ＱＤ
（量子ドット）蛍光体、及び、その量産化技術の）

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 3290005001045 29,866,355 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月04日 該当
所管以外（地方自
治体）

272

令和元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）（電解硫酸技術を活用した
屋外で白化しにくいアルミ合金製品と表面処理装置の
開発）

公益財団法人宮崎県産業振興機構 8350005001455 45,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月04日 該当
所管以外（地方自
治体）

273
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社三葉）

株式会社三葉 6290801008819 16,966,420 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月04日 非該当

274
令和元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）交付決定通知書

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 524,610 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月04日 該当
所管以外（地方自
治体）

275
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【佐賀市南商工
会】

佐賀市南商工会 8300005005865 5,366,666 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月04日 非該当

276
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（宮崎市）天ヶ城公園サクラ初期
診断事業）

宮崎県 4000020450006 3,000,000 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 令和元年07月04日 非該当

277
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【高千穂地区農
業協同組合】

高千穂地区農業協同組合 1350005003284 1,800,000 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月05日 非該当

278
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（アリタポーセリンラボ株
式会社）

アリタポーセリンラボ株式会社 5300001005954 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月05日 非該当

279
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【ジャパンキャ
ビア株式会社】

ジャパンキャビア株式会社 9350005005273 9,655,239 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月05日 非該当

280
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
事業（佐賀県電源立地地域対策補助金事業（市民セン
ター改修事業））

佐賀県 1000020410004 11,464,000 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 令和元年07月05日 非該当

281
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（間接：上期　旧ポリテクセンター体育館整
備事業））

長崎県 4000020420000 16,450,000 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 令和元年07月05日 非該当

282
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
【松浦市：直接（上期　新松浦漁協新星鹿支所荷捌場
整備事業）】

松浦市 3000020422088 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年07月05日 非該当

283
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（南さつま市）防災対策事業）

鹿児島県 8000020460001 4,700,000 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 令和元年07月05日 非該当

284
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（志布志市）市道香月・若浜線
舗装工事）

鹿児島県 8000020460001 4,400,000 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 令和元年07月05日 非該当

285
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(佐賀県：さが水素・再エネ理解促進事業）

佐賀県 1000020410004 2,346,542 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 令和元年07月05日 非該当

286
平成３０年度(補正予算）休廃止鉱山鉱害防止等工事
費補助金【速日鉱山　鉱害防止工事】

美郷町 5000020454311 21,184,000 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 令和元年07月08日 非該当



287
令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【錫
山鉱山（坑廃水処理）】

鹿児島市 1000020462012 15,743,000 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 令和元年07月08日 非該当

288
令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【豊
栄鉱山（坑廃水処理）】

大分県 1000020440001 12,933,000 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 令和元年07月08日 非該当

289
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【公益社社団法
人福岡貿易会】

公益社団法人福岡貿易会 8290005001148 1,755,825 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月08日 該当
所管以外（地方自
治体）

290
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（認定計画推進強化事業）（大和フロンティア株式会
社）

大和フロンティア株式会社 2350001008781 2,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月08日 非該当

291
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【株式会社キハ
ラ】

株式会社キハラ 8300001005720 3,444,933 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月08日 非該当

292
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（間接：上期　福島クルマエビ養殖場機能拡
充事業））

長崎県 4000020420000 18,533,900 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 令和元年07月09日 非該当

293
令和元年度電源立地地域対策交付金（農業大学校学生
寮空調機器更新整備事業）

鹿児島県 8000020460001 5,335,000 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 令和元年07月09日 非該当

294
令和元年度電源立地地域対策交付金（水上村）村道湯
山江代線防護柵設置工事

熊本県 7000020430005 5,734,000 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 令和元年07月09日 非該当

295
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

熊本県 7000020430005 4,400,000 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 令和元年07月09日 非該当

296
令和元年度電源立地地域対策交付金（山都町）今馬見
原線道路改良工事

熊本県 7000020430005 6,000,000 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 令和元年07月09日 非該当

297

令和元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）（迅速かつ低コストな施工
で、舗装の長寿命化を可能にする、熊本発のひび割れ
自動充填ロボットの開発）

公益財団法人くまもと産業支援財団 8330005003940 28,752,413 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月10日 該当
所管以外（地方自
治体）

298
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（薩摩川内市）普通教室用コン
ピュータ整備事業外）

鹿児島県 8000020460001 115,054,812 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 令和元年07月11日 非該当

299
令和元年度電源立地地域対策交付金（臼杵市）市道赤
峰線改良工事基金造成事業

大分県 1000020440001 4,400,000 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 令和元年07月11日 非該当

300
令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【速
日鉱山（坑廃水処理）】

美郷町 5000020454311 12,148,000 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 令和元年07月12日 非該当

301
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（小林市）道路橋りょう管理事業
（道路維持用車両機械購入））

宮崎県 4000020450006 10,156,000 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 令和元年07月12日 非該当

302
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【佐賀冷凍食品
株式会社】

佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404 6,835,500 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月16日 非該当

303
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（天草陶磁
振興協議会）

天草陶磁振興協議会 7700150063133 2,195,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月17日 非該当



304
令和元年度地熱発電の資源量調査・理解促進事業費補
助金（理解促進事業に係るもの）(鹿児島県）

鹿児島県 8000020460001 4,470,894 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 令和元年07月17日 非該当

305
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（宮崎市）市道去川官行線舗装修
繕工事）

宮崎県 4000020450006 2,400,000 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 令和元年07月17日 非該当

306
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（都城市）市道田原大久保線舗装
工事）

宮崎県 4000020450006 8,330,000 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 令和元年07月17日 非該当

307

令和元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）（がん患者一人ひとりに最
適な抗がん剤が投与できることを目的に、イムノクロ
マト技術を活用した抗がん剤５−ＦＵの濃度測定キッ
トおよび至適投与量調整システムの開発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 32,331,006 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月18日 該当
所管以外（地方自
治体）

308
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社TCK）

株式会社TCK 9330002020723 29,999,803 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月18日 非該当

309
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【株式会社鹿田
産業】

株式会社鹿田産業 5290001047263 20,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月18日 非該当

310
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社芙蓉開発）

芙蓉開発株式会社 4290001019783 30,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月18日 非該当

311
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（間接：上期　新松浦漁協水産加工場販路開
拓共同事業））

長崎県 4000020420000 14,740,000 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 令和元年07月18日 非該当

312
令和元年度（平成３１年度）電源立地地域対策交付金
（長崎県（間接：上期　西消防署江迎鹿町出張所庁舎
整備事業））

長崎県 4000020420000 16,100,000 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 令和元年07月18日 非該当

313
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（オングリット株式会社）

オングリット株式会社 4290001080793 15,284,799 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月22日 非該当

314
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社コンピュータサイエンス研究所）

株式会社コンピュータサイエンス研究所 6290801021284 30,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月22日 非該当

315
令和元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）（日本初の機能性表示食品
制度に適合した高機能性プラセンタエキスの開発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 43,681,828 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月23日 非該当

316

令和元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）（低コスト化・難燃化ニー
ズに応えるため、表面改質技術とテンション制御技術
を活用した樹脂製亀甲網の開発）

一般財団法人九州産業技術センター 3290005013775 19,374,382 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月23日 非該当

317
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（都城市）市道上轟・中轟線舗装
工事）

宮崎県 4000020450006 8,329,000 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 令和元年07月24日 非該当

318
平成３１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）（公益財団
法人九州経済調査協会）

公益財団法人九州経済調査協会 5290005000838 9,617,410 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年07月25日 該当
所管以外（他府省
庁）

319
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（オーシャンソリューションテクノロジー株式
会社）

オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 4310001015318 30,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月25日 非該当

320
令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金
（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）【株式会社あつ
まるホールディングス】

株式会社あつまるホールディングス 7330001001107 13,719,999 経済産業省　一般会計 中小企業海外展開等支援事業費補助金 令和元年07月26日 非該当



321
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（スマートエナジー株式会社）

スマートエナジー株式会社 5290801021244 26,336,519 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月26日 非該当

322
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社オファサポート）

株式会社オファサポート 1350001005482 30,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月26日 非該当

323
（第２８回）令和元年度中小企業組合等共同施設等災
害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業）

熊本県 7000020430005 8,930,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 令和元年07月26日 非該当

324

令和元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）（５G対応高周波用材料
（ガラス・セラミック・テフロン等）への分子接合と
メッキ技術を融合した高周波対応次世代メッキ技術の
開発）

公益財団法人北九州産業学術推進機構 3290805008207 44,903,113 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月29日 該当
所管以外（地方自
治体）

325
令和元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）交付決定通知書

公益財団法人くまもと産業支援財団 8330005003940 2,812,684 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月29日 該当
所管以外（地方自
治体）

326
令和元年度電源立地地域対策交付金（大分市）向原公
園テニスコート改修事業

大分市 4000020442011 6,353,600 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 電源立地地域対策交付金 令和元年07月29日 非該当

327
令和元年度電源立地地域対策交付金（大分市）三佐仲
よしプール多目的トイレ整備事業

大分市 4000020442011 17,485,985 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 令和元年07月29日 非該当

328
令和元年度電源立地地域対策交付金（大分市）南大分
体育館アリーナ屋上防水シート改修事業

大分市 4000020442011 24,427,920 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 電源立地地域対策交付金 令和元年07月29日 非該当

329

令和元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）（高調波規制に適合し省エ
ネ・小型化を実現するためブリッジレスアクティブ
フィルタ方式を用いた次世代高効率三相交流電源ユ
ニットの開発）

公益財団法人長崎県産業振興財団 5310005001841 29,205,563 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月31日 該当
所管以外（地方自
治体）

330
平成３１年度伝統的工芸品産業支援補助金（唐津焼協
同組合）

唐津焼協同組合 6300005005306 1,586,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年07月31日 非該当

331

令和元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）（基礎杭等の健全性評価と
寸法測定を目的とし自動打撃装置とＡＩ化された衝撃
弾性波解析により汎用性と精度が高い非破壊調査シス
テムの開発）

公益財団法人大分県産業創造機構 8320005008197 37,234,234 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月01日 該当
所管以外（地方自
治体）



332

令和元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）（三次元技術を用いた地域
社会への貢献を目的とした高度測量技術に関する研究
開発）

公益財団法人北九州産業学術推進機構 3290805008207 43,952,717 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

333

令和元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）（世界初の脂溶性ポリフェ
ノールの量産化を目的に、独自の抽出・濃縮・精製技
術による焼酎かすからの製造技術の確立）

公益財団法人かごしま産業支援センター 7340005007669 27,558,739 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月01日 該当
所管以外（地方自
治体）

334

令和元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）（焼酎粕の処理費低減と
オーガニックな飼料提供のための長期保存可能な焼酎
粕完全利用技術を活用した動物用サプリメント開発）

株式会社鹿児島ＴＬＯ 2340001005078 22,029,553 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月01日 非該当

335
平成３１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）

福岡ひびき信用金庫 8290805003979 9,979,580 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年08月01日 非該当

336
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（阿久根市）総合体育館天井
サッシ防水改修事業外）

鹿児島県 8000020460001 5,211,723 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 令和元年08月01日 非該当

337
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（阿久根市）小型消防ポンプ軽
四輪積載車整備事業外）

鹿児島県 8000020460001 10,306,424 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 令和元年08月01日 非該当

338
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（西都市）市道三納線舗装補修事
業）

宮崎県 4000020450006 18,133,000 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 令和元年08月01日 非該当

339
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（宮崎市）高岡地域振興イベント
補助事業）

宮崎県 4000020450006 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年08月01日 非該当

340
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（延岡市）鹿川キャンプ場施設整
備事業）

宮崎県 4000020450006 2,156,000 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 令和元年08月01日 非該当

341
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金（唐津市：唐津スマートレジリエンス拠点構
築事業）

唐津市 3000020412023 25,000,000 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 非化石エネルギー等導入促進対策費補助金 令和元年08月01日 非該当

342
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（諸塚村）森林公園施設リニュー
アル事業）

宮崎県 4000020450006 12,940,000 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 電源立地地域対策交付金 令和元年08月06日 非該当

343
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（霧島市）市道姫城中央線道路
維持工事）

鹿児島県 8000020460001 13,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年08月06日 非該当

344
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（錦江町）川東水路改修工事）

鹿児島県 8000020460001 4,500,000 内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省（経済産業省）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年08月06日 非該当

345
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（姶良市）避難所看板設置工
事）

鹿児島県 8000020460001 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年08月06日 非該当

346
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（長島町）行人岳展望公園整備
事業）

鹿児島県 8000020460001 29,317,000 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 令和元年08月06日 非該当

347
令和元年度電源立地地域対策交付金（鹿児島県電源立
地地域対策補助金事業（曽於市）八合原段１・４号線
測量設計業務委託）

鹿児島県 8000020460001 4,700,000 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 令和元年08月07日 非該当

348
令和元年度電源立地地域対策交付金（大分市）向原公
園テニスコート改修事業

大分市 4000020442011 29,806,535 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 令和元年08月07日 非該当



349
令和元年度電源立地地域対策交付金（大分市）日吉原
レジャープール改修事業

大分市 4000020442011 135,724,760 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 令和元年08月07日 非該当

350
令和元年度電源立地地域対策交付金（北薩トンネル排
水処理施設維持管理事業）

鹿児島県 8000020460001 22,688,000 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 令和元年08月08日 非該当

351
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(佐賀県：洋上ウインドファーム理解促進事
業）

佐賀県 1000020410004 4,187,330 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 令和元年08月09日 非該当

352
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金（糸島市：創エネルギーのまち・いとしま推
進事業）

糸島市 5000020402303 11,163,031 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 令和元年08月13日 非該当

353
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金（姶良市：エネルギー構造高度化に向けたエ
ネルギービジョン（木質バイオマス編）策定事業）

姶良市 2000020462250 5,095,850 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 令和元年08月13日 非該当

354
平成３１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）

一般社団法人QUVentures　　 6290005016552 9,994,950 経済産業省　特許特別会計 中小企業知的財産活動支援事業費補助金 令和元年08月14日 非該当

355
令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【尾
平鉱山（坑廃水処理）】

公益財団法人資源環境センター 6010005018642 19,172,000 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 令和元年08月20日 該当
所管以外（他府省
庁）

356
令和元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）（次世代太陽光発電向け円
筒型太陽電池システムの研究開発）

公益財団法人北九州産業学術推進機構 3290805008207 34,854,405 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月27日 該当
所管以外（地方自
治体）

357
平成３１年度中小企業経営支援等対策費補助金（商店
街活性化・観光消費創出事業）（有田焼卸団地協同組
合）

有田焼卸団地協同組合 1300005004386 23,266,666 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月27日 非該当

358
平成３１年度中小企業経営支援等対策費補助金（商店
街活性化・観光消費創出事業）（阿久根駅前通り会、
一般社団法人あくね夢のまちプロジェクト）

一般社団法人あくね夢のまちプロジェクト 3340005008282 112,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年08月27日 非該当

359
（第２９回）令和元年度中小企業組合等共同施設等災
害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業）

熊本県 7000020430005 501,732,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 令和元年08月27日 非該当

360
令和元年度電源立地地域対策交付金（宮崎県電源立地
地域対策交付金事業（椎葉村）令和元年度松尾地区体
育館改修工事）

宮崎県 4000020450006 28,664,000 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 令和元年08月27日 非該当

361
令和元年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業
費補助金(佐賀県：佐賀大学の海洋温度差発電技術を
応用した温泉発電技術の可能性調査）

佐賀県 1000020410004 5,375,854 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 令和元年08月27日 非該当

362
令和元年度ネルギー構造高度化・転換理解促進事業費
補助金（壱岐市：壱岐市における再生可能エネルギー
などエネルギー構造高度化等に資する調査・研究事業

壱岐市 8000020422100 19,709,410 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 令和元年09月03日 非該当

363
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社HOA）

株式会社HOA 8290801022727 23,710,833 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年09月05日 非該当

364
令和元年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費
補助金（株式会社スポーツセンシング）

株式会社スポーツセンシング 4290001071272 29,995,866 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年09月09日 非該当

365
令和元年度 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金【土
呂久故山（鉱害防止工事）】

高千穂町 5.00002E+12 22,500,000 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 令和元年09月09日 非該当



366
平成３１年度中小企業経営支援等対策費補助金（商店
街活性化・観光消費創出事業）（飫肥商店会、株式会
社Nazuna、株式会社大地）

株式会社大地 5160001015638 136,272,938 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年09月09日 非該当

367
（対州鉱山　坑廃水処理）令和元年度休廃止鉱山鉱害
防止等工事費補助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）

東邦亜鉛株式会社 9010001034863 27,507,000 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 令和元年09月11日 非該当

368
（第３０回）令和元年度中小企業組合等共同施設等災
害復旧費補助金（中小企業等グループ施設等復旧整備
補助事業）

熊本県 7000020430005 471,523,000 経済産業省　一般会計 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金 令和元年09月24日 非該当

369
平成31年度中小企業経営支援等対策費補助金（商店街
活性化・観光消費創出事業）（八女タウンマネジメン
ト株式会社）

八女タウンマネジメント株式会社 5290001085214 200,000,000 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年09月24日 非該当

370
平成３１年度（令和元年度）電源立地地域対策交付金
（甲佐町）小鹿・入江地区水道施設整備事業

甲佐市 8000020434442 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）　エネルギー対策特別会計 電源立地地域対策交付金 令和元年09月24日 非該当

371
平成31年度中小企業経営支援等対策費補助金（商店街
活性化・観光消費創出事業）（ひむかの杜商店街振興
組合）

ひむかの杜商店街振興組合 6350005002447 2,393,333 経済産業省　一般会計 中小企業経営支援等対策費補助金 令和元年09月26日 非該当


