
平成２０年度決算における補助金交付状況の公表

補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課

　市　民　生　活
掲示板設置補助金 旭町七・八丁目町会                                           40,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 関場町会                                                     40,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 逆井町会                                                     120,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 香取台町会                                                   19,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 高田町会                                                     160,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 大青田町会                                                   40,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 中原町会                                                     40,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 東花野井団地町会                                             40,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 東豊住町会                                                   78,000 市民活動推進課
掲示板設置補助金 南増尾町会                                                   35,000 市民活動推進課
ふるさと運動補助金 柏市旭町地域ふるさと協議会 1,350,000 市民活動推進課
ふるさと運動補助金 柏市富里地域ふるさと協議会 1,350,000 市民活動推進課
柏まつり補助金 柏まつり実行委員会 12,600,000 市民活動推進課
柏市ふるさと協議会連合会補助金 柏市ふるさと協議会連合会 1,200,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 日本語文化教育振興協会 100,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 ペイ・フォワード 100,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 対話と傾聴の会かしわ 100,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 柏市グループホーム連絡会 279,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 ＮＰＯ法人ホスピスケアを広める会 496,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 ひめしゃら文庫 170,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 ＮＰＯ法人権利擁護あさひ 328,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 Peace　Makers 250,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 グループSEC（地域で"性共育"をつくる会） 241,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 柏・麦わらぼうしの会 219,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 柏グッドウィルガイド協会 182,000 市民活動推進課
柏市民公益活動補助金 柏市ウォーキングネットワーク 56,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 フェアフィールド常盤平町会                                   11,146,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 香取台町会                                                   385,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 酒井根町会                                                   8,772,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 松葉町一丁目第一町会                                         222,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 大津ヶ丘コミュニティセンター運営委員会                       345,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 東十余二町会                                                 443,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 東豊住町会                                                   22,366,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 南柏第一住宅自治会                                           200,000 市民活動推進課
ふるさとセンター整備事業補助金 柏の葉二丁目町会                                             406,000 市民活動推進課
柏市一時保護施設補助金 ＮＰＯ法人　かしわふくろうの家 500,000 男女共同参画室
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消費生活研究グループ育成補助金 柏生活クラブ 162,000 消費生活センター

消費生活研究グループ育成補助金 柏市消費者の会 162,000 消費生活センター

消費生活研究グループ育成補助金 Peace　Makers 162,000 消費生活センター

ふるさと運動補助金 柏市豊四季台地域ふるさと協議会 1,350,000 豊四季台近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市南部地域ふるさと協議会 1,755,000 南部近隣センター

ふるさと運動補助金 田中地域ふるさと協議会 1,755,000 田中近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市西原地域ふるさと協議会 1,350,000 西原近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市永楽台地域ふるさと協議会 1,350,000 永楽台近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市富勢地域ふるさと協議会 1,755,000 布施近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市増尾地域ふるさと協議会 1,350,000 増尾近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市光ケ丘地域ふるさと協議会 1,350,000 光ヶ丘近隣センター

コミュニティ助成事業補助金 柏市新富地域ふるさと協議会 2,500,000 新富近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市新富地域ふるさと協議会 1,350,000 新富近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市高田ふるさと協議会 1,350,000 高田近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市新田原地域ふるさと協議会 1,350,000 新田原近隣センター

ふるさと運動補助金 松葉町地域ふるさと協議会 1,593,000 松葉近隣センター

ふるさと運動補助金 藤心地域ふるさと協議会  1,350,000 藤心近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市酒井根地域ふるさと協議会 1,350,000 酒井根近隣センター

ふるさと運動補助金 柏市柏中央地域ふるさと協議会                                 1,350,000 アミュゼ柏
ふるさと運動補助金 柏市風早南部地域ふるさと協議会 1,350,000 高柳近隣センター

保健事業利用助成金 個人（延べ27,575件） 29,741,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 おおたかの森病院 2,434,200 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 岡田病院 1,494,600 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 柏市立柏病院 5,720,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 柏健診クリニック 10,357,600 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 柏厚生総合病院 6,070,100 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 柏光陽病院 1,562,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 柏南病院 286,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 千葉・柏たなか病院 1,584,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 名戸ヶ谷病院 11,396,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 深町病院 748,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 森永胃腸科外科 1,974,000 保険年金課
１日人間ドック受診費助成金 のぶさわ胃腸科クリニック 598,800 保険年金課
脳ドック受診費助成金 おおたかの森病院 2,268,000 保険年金課
脳ドック受診費助成金 柏市立柏病院 3,865,500 保険年金課
脳ドック受診費助成金 柏健診クリニック 1,930,600 保険年金課
脳ドック受診費助成金 柏厚生総合病院 6,701,900 保険年金課
脳ドック受診費助成金 柏光陽病院 1,490,000 保険年金課
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脳ドック受診費助成金 北柏リハビリ総合病院 3,836,700 保険年金課
脳ドック受診費助成金 慈恵会医科大学附属柏病院 4,388,000 保険年金課
脳ドック受診費助成金 千葉・柏たなか病院 1,417,500 保険年金課
脳ドック受診費助成金 名戸ヶ谷病院 9,532,000 保険年金課
特定保健指導運動施設利用助成金 個人（９人） 131,200 保険年金課
特定保健指導運動プログラム利用助成金 個人（1人） 28,350 保険年金課
沼南まつり補助金 沼南まつり実行委員会                                         1,620,000 （沼南）総務課
ふるさと運動補助金 柏市手賀地域ふるさと協議会                                   1,260,000 （沼南）総務課
ふるさと運動補助金 柏市風早北部地域ふるさと協議会                               1,310,000 （沼南）総務課
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