
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

　　福　　祉
民生委員協議会補助金 柏市民生委員児童委員協議会 3,347,000 保健福祉総務課
更生保護関係団体補助金 柏地区保護司会 122,000 保健福祉総務課
更生保護関係団体補助金 柏ＢＢＳ会 36,000 保健福祉総務課
更生保護関係団体補助金 東葛飾地区更生保護女性会 94,000 保健福祉総務課
遺族会補助金 柏市遺族会 292,000 保健福祉総務課
傷痍軍人会補助金 柏市傷痍軍人会 90,000 保健福祉総務課
社会福祉協議会運営費補助金 社会福祉法人　柏市社会福祉協議会 78,440,000 保健福祉総務課
地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 社会福祉法人　柏市社会福祉協議会 86,774,000 保健福祉総務課
後見支援センター事業補助金 社会福祉法人　柏市社会福祉協議会 4,862,000 保健福祉総務課
さわやかサービス事業補助金 社会福祉法人　柏市社会福祉協議会 8,187,000 保健福祉総務課
地域医療施設調査研究補助金 社団法人　柏市医師会                                729,000 保健福祉総務課
柏和会補助金 柏和会 219,000 保健福祉総務課
愛の献血かしわ推進協議会補助金 愛の献血かしわ推進協議会 369,000 保健福祉総務課
口腔衛生大会補助金 社団法人　柏歯科医師会 1,800,000 保健福祉総務課
公衆浴場経営基盤安定化補助金 旭湯 200,000 保健福祉総務課
公衆浴場経営基盤安定化補助金 力湯 200,000 保健福祉総務課
病院事業会計補助金 柏市立柏病院（柏市病院事業会計） 54,509,434 保健福祉総務課
歯科医療行政調査研究補助金 社団法人　柏歯科医師会 1,364,000 保健福祉総務課
大学附属柏病院医療補助金 学校法人　慈恵大学 50,000,000 保健福祉総務課
（財）柏市医療公社急病補助金 財団法人柏市医療公社（医療センター）                         23,356,685 保健福祉総務課
柏市休日急患歯科診療所補助金 柏市休日急患歯科診療所                                9,237,071 保健福祉総務課
夜間救急対策補助金 社団法人　柏市医師会                                13,252,200 保健福祉総務課
第二次病院待機補助金 社団法人　柏市医師会                                39,273,500 保健福祉総務課
急病対策事業協力補助金 社団法人　柏市医師会                                5,310,000 保健福祉総務課
急病対策事業協力補助金 社団法人　柏歯科医師会 2,050,000 保健福祉総務課
急病対策事業協力補助金 柏市薬剤師会                                                 1,093,000 保健福祉総務課
日曜・休日当番医第二次病院待機補助金 社団法人　柏市医師会                                         3,330,600 保健福祉総務課
日曜・休日当番医待機補助金 社団法人　柏市医師会                                         5,995,200 保健福祉総務課
十坪ジム利用料等補助金 NPO法人東大スポーツ健康マネジメント研究会 11,060,100 保健福祉総務課
高齢者介護団体補助金 特定非営利法人　いしずえ 600,000 高齢者支援課
高齢者福祉団体活動支援補助金 特定非営利活動法人　老いじたくあんしんねっと    600,000 高齢者支援課
老人クラブ連合会活動費補助金 柏市老人クラブ連合会  13,084,613 高齢者支援課
高齢者住宅改造費補助金 個人（３７件） 4,734,926 高齢者支援課
転倒予防住宅改造費補助金 個人（５５件） 2,631,349 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人マーナー・オーク・ガーデンズ 5,097,800 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人真和会 4,581,784 高齢者支援課
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老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人千葉県厚生事業団 882,000 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人豊珠会 563,750 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人望陽会 2,131,736 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人敬愛会 2,541,251 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人美野里会 4,383,345 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人涼風会 110,000 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人三誠会 2,943,580 高齢者支援課
老人福祉施設等整備助成金 医療法人聖山会 15,000,000 高齢者支援課
老人福祉施設等整備助成金 株式会社グリーンライフ 15,000,000 高齢者支援課
軽費老人ホーム事務費補助金 社会福祉法人美野里会 16,633,000 高齢者支援課
軽費老人ホーム事務費補助金 社会福祉法人真和会 16,752,000 高齢者支援課
軽費老人ホーム事務費補助金 社会福祉法人望陽会 20,179,000 高齢者支援課
軽費老人ホーム事務費補助金 社会福祉法人大和会 33,474,000 高齢者支援課
民間老人福祉施設職員設置費補助金 社会福祉法人美野里会 2,618,550 高齢者支援課
民間老人福祉施設職員設置費補助金 社会福祉法人真和会 4,602,300 高齢者支援課
民間老人福祉施設職員設置費補助金 社会福祉法人望陽会 5,237,100 高齢者支援課
民間老人福祉施設職員設置費補助金 社会福祉法人千葉県厚生事業団 5,237,100 高齢者支援課
老人福祉施設設置等運営助成金 株式会社マザアス 2,847,000 高齢者支援課
老人福祉施設設置等運営助成金 株式会社グリーンライフ 2,780,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 藤心ケアプランニング 6,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 バイオシステム株式会社 18,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ライオン薬局介護支援室 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 東電パートナーズ株式会社 4,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 有限会社ヴァウ 4,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ツクイ豊四季 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 四季の里指定居宅介護支援事業所 6,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ライフエンタープライズ株式会社 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 柏フォレスト居宅介護支援事業所 8,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 さかき光陽居宅介護支援事業所 18,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 回生の里居宅介護支援センター 6,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 柏市福祉ワーカーズ 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 在宅介護支援センターアネシス 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 涼居宅介護支援事業所 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ひばりサービス増尾センター 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 みずたま介護ステーション柏南 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 柏ケアプランセンター優 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ツクイ南柏 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 居宅介護支援事業所マーガレットヒル 4,000 高齢者支援課
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住宅改修理由書作成補助金 ケアプランニングセンターマザーズガーデン 4,000 高齢者支援課
地域活動支援センター事業補助金 NPO法人あじさいの会                                          9,745,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 医療法人社団啓心会岡田病院                                   306,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人よつば                                           17,595,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人ワーナーホーム                                   15,430,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人桐友学園                                         11,092,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人彩会                                             6,700,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人緑の会                                           11,350,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人　みのり会                                 298,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人あけぼの                                   8,055,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人いもむし                                   6,065,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人かたつむり                                 6,661,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人みんなの広場「風」                         623,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人ホリデー                                   11,535,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人権利擁護あさひ                             8,015,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人自閉症サポートセンター                     8,320,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人自立サポートネット流山                     189,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人自立センターK2                             6,550,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人自立生活センターK2                         6,631,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人障害児・者エンジョイサポートぶるーむ       6,682,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人千葉県精神保健福祉ネット                   182,000 障害福祉課
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人　ｉ＆ｉ地域活動支援センターｉ工房         528,000 障害福祉課
身体障害者通所授産施設「いずみ園」運営費補助社会福祉法人緑の会                                           1,144,000 障害福祉課
重度身体障害者住宅改造費補助金 個人 (５人)                                                  1,764,210 障害福祉課
障害福祉サービス施設改造等補助金 特定非営利活動法人ホリデー                                   5,000,000 障害福祉課
点字・声の広報等発行事業補助金 柏市点字サークルいなほ会                                     400,000 障害福祉課
点字・声の広報等発行事業補助金 柏市朗読奉仕サークル                                         400,000 障害福祉課
共同作業所補助金 ＮＰＯ法人　ハートネットあびこ                               183,470 障害福祉課
共同作業所補助金 共同作業所エンゼルフラワー                                   1,272,800 障害福祉課
共同作業所補助金 精神障害者家族会よつば会                                     3,516,068 障害福祉課
共同作業所補助金 特定非営利活動法人自立サポートネット流山                     2,240,373 障害福祉課
共同作業所補助金 特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット                     32,792 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 はるか共同作業所                                             1,192,857 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 花工房・カモミール                                           5,380,000 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 小規模作業所みんなの広場「風」                               1,000,000 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 小規模福祉作業所グリーングリーン                             4,454,420 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 特定非営利活動法人自立サポートネット流山                     1,042,553 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 柏市手をつなぐ育成会　豊四季台福祉作業所                     8,987,702 障害福祉課
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小規模福祉作業所運営費補助金 柏市手をつなぐ育成会高柳福祉作業所                           11,300,000 障害福祉課
小規模福祉作業所運営費補助金 柏市手をつなぐ育成会南部福祉作業所                           15,441,205 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 医療法人　梨香会                                             9,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　かたくり会                                     5,975,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　つくばね会                                     129,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　彩会                                           1,367,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　松の実会いぶきの広場                           119,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　松の実会第２いぶきの広場                       384,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　千葉県福祉援護会                               56,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　佑啓会                                         162,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　緑の会                                         2,720,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人高柳福祉会                                       1,560,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人大成会                                           80,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 特定非営利活動法人　就労生活定着支援センターリーブ           212,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 特定非営利活動法人ぽぴあ                                     65,000 障害福祉課
通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　実のりの会                                     625,000 障害福祉課
単独型指定短期入所事業運営費補助金 社会福祉法人　緑の会                                         757,640 障害福祉課
単独型指定短期入所事業運営費補助金 社会福祉法人まほろばの里                                     117,280 障害福祉課
民間社会福祉施設職員設置補助金 社会福祉法人　かたくり会                                     5,649,720 障害福祉課
民間社会福祉施設職員設置補助金 社会福祉法人　桐友学園                                       4,189,680 障害福祉課
民間社会福祉施設職員設置補助金 社会福祉法人　高柳福祉会                                     2,094,840 障害福祉課
経過措置児童デイサービス運営費補助金 特定非営利活動法人自閉症サポートセンター                     1,500,000 障害福祉課
ケアホーム重度障害者支援補助金 医療法人社団心和会                                           78,650 障害福祉課
ケアホーム重度障害者支援補助金 社会福祉法人彩会                                             272,716 障害福祉課
ケアホーム重度障害者支援補助金 特定非営利活動法人たちばな学舎                               193,250 障害福祉課
障害者就労訓練設備等整備事業補助金 ＮＰＯ法人　葡萄の家                                         4,500,000 障害福祉課
障害者就労訓練設備等整備事業補助金 ＮＰＯ法人あじさいの会                                       230,000 障害福祉課
障害者就労訓練設備等整備事業補助金 社会福祉法人高柳福祉会                                       5,000,000 障害福祉課
障害者就労訓練設備等整備事業補助金 柏市手をつなぐ育成会                                         2,000,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 グローハウス                                                 120,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 グローハウス船戸                                             120,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人　よつば                                         60,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人　桐友学園                                       180,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人　高柳福祉会                                     150,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人かたくり会                                       869,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人つくばね会                                       216,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人よつば                                           872,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人桐友学園                                         528,000 障害福祉課
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障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人高柳福祉会                                       260,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人彩会                                             666,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人千葉県社会福祉事業団                             127,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人大成会                                           93,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人野栄福祉会                                       228,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人佑啓会                                           33,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 小島屋                                                       120,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人KASHIMAアディクションサポートセンター      55,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人　あじさいの会                             120,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人あじさいの会                               193,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人たちばな学舎                               44,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人ふふふ                                     165,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人ウィズ                                     54,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人就労生活定着支援センターリーブ             755,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利活動法人青空の会                                   276,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 特定非営利法人實埜里                                         288,000 障害福祉課
強度行動障害者加算事業補助金 社会福祉法人　みづき会　上総喜望の郷                         1,755,650 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 ラッコスイミングクラブ                                       270,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 手話サークルかしわの会                                       313,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 精神障害者家族会よつば会                                     189,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市肢体不自由児(者)を育てる会                               393,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市視覚障害者協会                                           255,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市自閉症協会                                               270,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市手をつなぐ育成会                                         674,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市心身障害者福祉連絡協議会                                 135,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市身体障害者福祉会                                         900,000 障害福祉課
障害者福祉関係団体活動補助金 柏市聴覚障害者協会                                           315,000 障害福祉課
自立生活センター運営費補助金 特定非営利活動法人自立生活センターK2                         2,700,000 障害福祉課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　二松学舎　 二松学舎大学 246,843 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　二松学舎　二松学舎大学附属沼南高等学校 89,460 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　日本橋女学館　日本橋学館大学 34,790 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　慈恵大学　慈恵柏看護専門学校 23,100 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　日本体育会　柏日体高等学校 113,647 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　日通学園　流通経済大学付属柏高等学校 109,340 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　廣池学園　麗澤中学･高等学校 73,224 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　廣池学園　麗澤大学 246,512 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　芝浦工業大学　芝浦工業大学柏高等学校 93,436 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　葵会学園　千葉柏リハビリテーション学院 80,230 保健予防課
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柏市結核予防事業補助金 学校法人　パリ美容国際学園　パリ総合美容専門学校柏校 28,826 保健予防課
柏市結核予防事業補助金 学校法人　大原学園　大原簿記法律専門学校柏校 55,995 保健予防課
動物の不妊去勢手術助成金 個人（２０１人） 881,000 生活衛生課
柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 柏市民健康づくり推進員連絡協議会 1,218,000 地域健康福祉課
柏歯科介護支援センター補助金 社団法人　柏歯科医師会附属歯科介護支援センター               3,340,000 地域健康福祉課
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