
平成２１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 3,286,000 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 116,000 保健福祉総務課
更生保護関係団体補助金 東葛飾更生保護女性会 89,000 保健福祉総務課
遺族会補助金 柏市遺族会 277,000 保健福祉総務課
傷痍軍人会補助金 柏市傷痍軍人会 86,000 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 78,741,000 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 78,007,000 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 5,849,000 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 32,072,000 保健福祉総務課
病院事業会計補助金 柏市病院事業（病院事業会計への繰出金） 16,739,380 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 208,000 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
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 351,000 保健福祉総務課
公衆浴場経営基盤安定化補助金 千葉県公衆浴場業生活衛生同業組合 200,000 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
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
柏市小児救急医療運営補助金 東京慈恵会医科大学附属柏病院 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 12,426,328 保健福祉総務課
柏市休日急患歯科診療所補助金 社団法人柏歯科医師会 9,042,795 保健福祉総務課
夜間救急対策事業補助金 社団法人柏市医師会 14,012,900 保健福祉総務課
第二次病院待機事業補助金 社団法人柏市医師会 39,319,000 保健福祉総務課
急病対策協力事業補助金 社団法人柏市医師会 5,310,000 保健福祉総務課
急病対策協力事業補助金 社団法人柏歯科医師会 2,050,000 保健福祉総務課
急病対策協力事業補助金 柏市薬剤師会 1,093,000 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 12,788,400 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 50,000 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 14,337,027 高齢者支援課
高齢者住宅改造費補助金 個人（２８件） 4,023,171 高齢者支援課
転倒予防住宅改造費補助金 個人（７１件） 3,516,000 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人マーナー・オーク・ガーデンズ 4,864,600 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 4,460,713 高齢者支援課
老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人千葉県厚生事業団 756,000 高齢者支援課
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老人福祉施設設置資金助成金 社会福祉法人豊珠会 461,250 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 2,058,258 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 2,449,019 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 4,241,678 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 99,000 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 2,817,300 高齢者支援課
公的介護施設等開設準備等補助金 特定非営利活動法人なごみの家 5,400,000 高齢者支援課
軽費老人ホームサービス提供費用補助金 社会福祉法人美野里会 17,683,000 高齢者支援課
軽費老人ホームサービス提供費用補助金 社会福祉法人真和会 15,839,000 高齢者支援課
軽費老人ホームサービス提供費用補助金 社会福祉法人望陽会 20,239,000 高齢者支援課
軽費老人ホームサービス提供費用補助金 社会福祉法人大和会 32,164,000 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 1,520,346 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 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
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 ＡＯＩ在宅介護支援センター 4,000 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 2,000 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 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 4,000 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 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 はみんぐ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 こすもす訪問看護ステーション 4,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 ハーブランド介護サービス 2,000 高齢者支援課
後見人等報酬助成金 個人（１人） 470,000 地域包括支援センター
地域活動支援センター事業補助金 NPO法人あじさいの会                                                                       8,860,000 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                                                          256,000 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                                                                         23,564,000 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                                                                    11,343,000 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                                                                           7,510,000 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 社会福祉法人　かたくり会                                                                  6,946,000 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                                                         521,000 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
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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                                                            5,550,000 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かたつむり                                                         6,080,000 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」                                             1,165,000 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                                                            11,293,000 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                                                 9,555,000 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                                      8,977,000 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                                       2,057,000 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                                          14,211,000 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                                  345,000 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                        515,000 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土曜会                                                              209,000 障害福祉課
身体障害者通所授産施設「いずみ園」運営費補助金 社会福祉法人緑の会                                                                        1,112,000 障害福祉課
重度身体障害者住宅改造費補助金 個人 (５人)                                                                                       1,352,834 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葡萄の家                                                          1,102,000 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 権利擁護あさひ                                                3,746,000 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 共同作業所エンゼルフラワー                                                             1,016,263 障害福祉課
共同作業所補助金 特定非営利活動法人ウィズ柏                                                            1,164,918 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                                                                            4,989,777 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                                       1,108,333 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障害者サポートゆめしずく 3,566,666 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                                                                  7,140,000 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                                                                262,000 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                                                                         1,150,000 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                                               137,000 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                                          403,000 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                                                     79,000 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                                                                      118,000 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                                                                      3,107,460 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                                                                 1,595,000 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                                                                        71,000 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                      218,000 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                                                              239,000 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                                                                565,000 障害福祉課
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通所サービス利用促進事業補助金 社会福祉法人　あひるの会                                                                103,000 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自閉症サポ－トセンタ－                                      1,500,000 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　よつば                                                                      44,000 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　まつど育成会                                                             2,907,000 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　ラポ－ル                                                         2,792,000 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　まほろばの里                                                             16,740 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                                                                      385,900 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                                                               26,080 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                                                                  4,713,390 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                                                                  4,732,434 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                                                               1,571,130 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  彩会 1,571,130 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 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 社会福祉法人　よつば                                                                      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　桐友学園                                                                  210,000 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葡萄の家 120,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人かたくり会                                                                    936,000 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                                                                         1,818,000 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                                                                           432,000 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                                                202,000 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                                                                        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                                                                        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                                                      43,000 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                                                              216,000 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                        1,224,000 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                                                          34,000 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                                                                    867,000 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金木犀の会 437,000 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パール 216,000 障害福祉課
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人白鷹福祉会 48,000 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みのり福祉会 88,000 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                                             880,230 障害福祉課
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平成２１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
強度行動障害者加算事業補助金 社会福祉法人　大久保学園 1,534,390 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　桐友学園 1,217,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人桐友学園 350,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人千葉県福祉援護会 30,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人優幸会 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人槇の実会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人筑桜会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人さざんか会 15,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人佑啓会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人白鷹福祉会 15,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人武蔵野会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人いちいの会 120,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人あすなろ会 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人千葉県福祉援護会 100,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人光明会 30,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人松里福祉会 15,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人野田芽吹会 160,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人かしの木会 15,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人柏光会 320,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人悠仁会 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人野栄福祉会 80,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人愛の友協会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人南風会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人羽後町福祉会 15,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人大久保学園 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人清郷会 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人薄光会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 10,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人寿陽会 20,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人ロザリオの聖母会 40,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人ロザリオの聖母会 80,000 障害福祉課
事務処理安定化支援事業補助金 社会福祉法人親心会 20,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人千葉県福祉援護会 6,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人桐友学園 333,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 33,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人太陽会 55,000 障害福祉課
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人寿陽会 11,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人大成会 6,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人南風会 11,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人松里福祉会 18,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人松里福祉会 6,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人薄光会 11,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人けやきの郷 6,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人松里福祉会 12,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人みづき会 11,000 障害福祉課
新事業移行促進事業補助金 社会福祉法人みづき会 11,000 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                                                                   357,000 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                                                                      784,000 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                                                                    673,000 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 250,819 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 83,164 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 30,395 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 28,000 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 140,485 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 98,737 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 58,977 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 237,234 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 97,080 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 50,220 保健予防課
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 30,814 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 65,935 保健予防課
犬猫の不妊去勢手術助成金 個人（242人） 1,002,000 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 1,185,000 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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