
平成26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 補助金額小計（円）

公衆浴場経営基盤安定化補助金 個人（2人） 400,000 保健福祉総務課
民生委員協議会補助金 柏市民生委員児童委員協議会 3,668,000 保健福祉総務課
遺族会補助金 柏市遺族会 200,000 保健福祉総務課
柏和会補助金 柏市柏和会 150,000 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 82,383,000 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 102,602,000 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 11,634,000 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 48,448,000 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 東葛飾地区更生保護女性会 89,000 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 316,000 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 医療公社管理課
二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 一般社団法人柏市医師会 9,265,100 福祉政策課【地域医療推進室】
小児科二次病院待機事業補助金 一般社団法人柏市医師会 8,700,000 福祉政策課【地域医療推進室】
命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 一般社団法人柏市医師会 6,037,900 福祉政策課【地域医療推進室】
疾病対策及び予防等対策事業補助金 一般社団法人柏市医師会 4,275,000 福祉政策課【地域医療推進室】
疾病対策及び予防等対策事業補助金 一般社団法人柏歯科医師会 3,031,000 福祉政策課【地域医療推進室】
疾病対策及び予防等対策事業補助金 一般社団法人柏市薬剤師会 1,093,000 福祉政策課【地域医療推進室】
柏市救急告示病院運営費補助金 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院 66,840,000 福祉政策課【地域医療推進室】
（公財）柏市医療公社急病補助金 公益財団法人柏市医療公社 17,293,856 福祉政策課【地域医療推進室】
柏市休日急患歯科診療所補助金 公益財団法人柏市医療公社 5,211,495 福祉政策課【地域医療推進室】
特殊歯科診療事業補助金 公益財団法人柏市医療公社 31,206,908 福祉政策課【地域医療推進室】
訪問看護ステーション基盤強化補助金 医療法人社団　実幸会 3,090,000 福祉政策課【地域医療推進室】
訪問看護ステーション基盤強化補助金 株式会社しおり 3,090,000 福祉政策課【地域医療推進室】
訪問看護ステーション基盤強化補助金 有限会社トータルマインド 3,090,000 福祉政策課【地域医療推進室】
訪問看護ステーション基盤強化補助金 公益財団法人柏市医療公社 3,090,000 福祉政策課【地域医療推進室】
訪問看護ステーション基盤強化補助金 スギメディカル株式会社 3,090,000 福祉政策課【地域医療推進室】
柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 社団法人　柏歯科医師会附属歯科介護支援センター 3,000,000 福祉政策課【地域医療推進室】
老人クラブ連合会活動費補助金 柏市老人クラブ連合会 12,064,000 高齢者支援課
高齢者住宅改造費補助金 個人（42人） 5,917,951 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　東電さわやかケア柏・居宅介護支援 4,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 社会福祉法人　清泉会　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 株式会社　ニチイ学館　ニチイケアセンター柏 4,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 医療法人社団　実幸会　いらはら診療所ポプラ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 有限会社　ほかむら　みどり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 社会福祉法人　豊珠会　藤心ケアプランニング 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 社会福祉法人　豊珠会　八幡苑居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 社会福祉法人　沼風会　沼風苑指定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 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 有限会社　柏介護サービスセンター 2,000 高齢者支援課
住宅改修理由書作成補助金 合同会社　笑楽福祉サービス　ケアプランエコ 4,000 高齢者支援課
軽費老人ホ－ムサービス提供費補助金 社会福祉法人　美野里会 22,703,000 高齢者支援課
軽費老人ホ－ムサービス提供費補助金 社会福祉法人　真和会 18,092,000 高齢者支援課
軽費老人ホ－ムサービス提供費補助金 社会福祉法人　望陽会 15,611,000 高齢者支援課
軽費老人ホ－ムサービス提供費補助金 社会福祉法人　大和会 31,926,000 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　千葉県厚生事業団 5,062,530 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 5,062,530 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 5,062,530 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 5,062,530 高齢者支援課
柏市定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス運営支援補助金社会福祉法人　長岡福祉協会 1,980,000 高齢者支援課
公的介護施設等整備等補助金 有限会社　グループホームさんぽみち 3,240,000 介護基盤整備室
公的介護施設等整備等補助金 株式会社　グリーンライフ 3,888,000 介護基盤整備室

1,408,117,386

社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ　ケアプランニングセンターマザーズガーデン
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平成26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
公的介護施設等整備等補助金 社会福祉法人　大和会 176,000,000 介護基盤整備室
公的介護施設等整備等補助金 社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ 146,000,000 介護基盤整備室
特別養護老人ホーム整備等補助金 社会福祉法人　天宣会 134,800,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ 1,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　美野里会 3,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　望陽会 1,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　三誠会 1,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　真和会 3,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　敬愛会 1,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　沼風会 450,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 社会福祉法人　大和会 1,250,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ 2,448,600 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　涼風会 44,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　美野里会 283,337 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　望陽会 440,868 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　三誠会 935,900 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　真和会 605,357 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人  千葉県厚生事業団 126,000 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　敬愛会 737,858 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　沼風会 228,250 介護基盤整備室
介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 社会福祉法人　大和会 580,930 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 社会福祉法人　長岡福祉協会 900,000 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 社会福祉法人　天宣会 60,000,000 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 社会福祉法人　葵新生会 60,000,000 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 社会福祉法人　大和会 31,200,000 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ 28,200,000 介護基盤整備室
公的介護施設等開設準備等補助金 株式会社　学研ココファン 915,000 介護基盤整備室
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 14,740,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人青葉会 8,224,000 障害者相談支援室
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 11,589,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人青葉会 12,080,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 一般社団法人多夢多夢 8,264,000 障害者相談支援室
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 8,911,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人カモミール 10,284,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人ウィズ柏 5,972,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 NPO法人　Next-Creation 7,042,000 障害者相談支援室
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 7,889,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人よつば 9,725,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 社会福祉法人よつば 8,563,000 障害者相談支援室
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 7,989,000 障害者相談支援室
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 1,263,000 障害者相談支援室
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 384,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人エンゼルフラワー 1,090,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人トライアングル西千葉 149,000 障害者相談支援室
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 75,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 NPO法人ハートネットあびこ 637,000 障害者相談支援室
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 537,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 医療法人社団啓心会 677,000 障害者相談支援室
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 464,000 障害者相談支援室
地域活動支援センター事業補助金 特定非営利活動法人　びわのき基金 374,000 障害者相談支援室
重度身体障害者住宅改造費補助金 個人（1人） 362,238 障害者相談支援室
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ぽぴあ 36,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 医療法人社団啓心会 171,000 障害者相談支援室
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平成26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
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人槇の実会 153,000 障害者相談支援室
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 777,000 障害者相談支援室
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 77,000 障害者相談支援室
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 774,000 障害者相談支援室
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福寿草の会 223,000 障害者相談支援室
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 648,000 障害者相談支援室
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 504,000 障害者相談支援室
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 1,008,000 障害者相談支援室
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 1,701,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人いづみ 144,000 障害者相談支援室
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 180,000 障害者相談支援室
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 463,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人　緑の会 1,062,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 認定特定非営利活動法人自立サポートネット流山 1,913,000 障害者相談支援室
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 57,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人青葉会 1,059,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 ＮＰＯ法人あじさいの会 1,017,000 障害者相談支援室
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　千葉精神保健福祉ネット 286,000 障害者相談支援室
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　實埜里 714,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人　清郷会 168,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人槇の実会 63,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社会福祉法人 野田みどり会 12,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社福)高柳福祉会 200,000 障害者相談支援室
障害者グループホーム運営費等補助金 社福)青葉会 870,000 障害者相談支援室
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 障害者相談支援室
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 障害者相談支援室
強度行動障害者加算事業補助金 社会福祉法人　みづき会 1,718,055 障害者相談支援室
重症心身障害児（者）指定短期入所運営費補助金 社会福祉法人　桐友学園 1,000,000 障害者相談支援室
成年後見制度利用支援事業助成金 個人（4人） 1,155,000 障害者相談支援室
障害福祉サービス施設等改造等補助金 社会福祉法人　彩会 187,000 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
家具転倒防止器具取付補助金 個人（1人） 9,533 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 100,000 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 230,000 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 177,000 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 427,000 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 150,000 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 44,000 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 195,000 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 100,000 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 267,000 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 1,000,000 障害福祉課
社会福祉施設等整備費補助金 社会福祉法人　共働学舎 13,705,000 生活支援課
市民後見センター事業補助金 社会福祉協議会 2,244,000 福祉活動推進課
後見人等報酬助成金 個人（21人） 4,101,712 福祉活動推進課
ホールボディカウンター測定費用助成金 個人（21人） 63,000 総務企画課
結核予防補助金 学校法人　二松学舎　二松学舎大学附属柏高等学校 114,896 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　日本橋女学館　日本橋学館大学 68,597 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　慈恵大学　慈恵柏看護専門学校 29,880 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　日本体育会　柏日体高等学校 136,606 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　日通学園　流通経済大学付属柏高等学校 115,898 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　廣池学園　麗澤中学･高等学校 82,498 保健予防課
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
結核予防補助金 学校法人　廣池学園　麗澤大学 206,412 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　芝浦工業大学　芝浦工業大学柏高等学校 98,196 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　葵会学園　千葉柏リハビリテーション学院 91,850 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　パリ美容国際学園　パリ総合美容専門学校柏校 53,440 保健予防課
結核予防補助金 学校法人　大原学園　大原簿記法律専門学校柏校 74,816 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　真和会　特別養護老人ホーム　四季の里 156,960 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　沼風会　特別養護老人ホーム　沼風苑 111,616 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　豊珠会　特別養護老人ホーム　藤心八幡苑 63,946 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　望陽会　特別養護老人ホーム　望陽荘 81,386 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　三誠会　特別養護老人ホーム　マーガレットヒル 46,506 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　清泉会　特別養護老人ホーム　アネシス 52,320 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　涼風会　特別養護老人ホーム　柏きらりの風 70,922 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　美野里会　特別養護老人ホーム　輝陽園 18,036 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　新柏会　特別養護老人ホーム　新柏ヴィヴァンホーム 56,970 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　敬愛会　特別養護老人ホーム　ハートかしわ 61,621 保健予防課
結核予防補助金 69,760 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　豊珠会　特別養護老人ホーム　八幡苑 110,453 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　特別養護老人ホーム　ひかり隣保館 62,784 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　小羊会　特別養護老人ホーム　柏こひつじ園 96,501 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　養護老人ホーム　ひかり隣保館 88,362 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　美野里会　ケアハウス　つるの家 51,157 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　望陽会　ケアハウス　望陽荘 46,506 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　豊珠会　地域密着型特別養護老人ホーム　大津川八幡苑 23,253 保健予防課
結核予防補助金 社会福祉法人　豊珠会　特別養護老人ホーム　藤心八幡苑ユニット館 19,765 保健予防課
動物の不妊去勢手術助成金 個人（173人） 834,355 動物愛護ふれあいセンター
風しん予防接種費助成金 個人（30人） 90,000 地域健康づくり課
風しん抗体検査費助成金 個人（ 2人） 10,770 地域健康づくり課
B型肝炎予防接種費助成金 個人（568人） 1,704,000 地域健康づくり課
口腔衛生大会補助金 一般社団法人　柏歯科医師会 1,091,000 地域健康づくり課
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 1,050,000 地域健康づくり課
※担当課欄の【　】内は，平成２７年度の組織改編後の担当課

社会福祉法人　マーナーオークガーデンズ　特別養護老人ホーム　マザーズガーデン
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