
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

　　児　童　家　庭
子育て支援奨励金 ミックロマン株式会社  200,000 児童育成課
子育て支援奨励金 有限会社　北柏交通      100,000 児童育成課
母子・寡婦福祉会補助金 柏市母子寡婦福祉会  350,000 児童育成課
資格取得奨励助成金 個人（30人） 2,356,000 児童育成課
就園奨励費補助金 みくに幼稚園 8,490,800 児童育成課
就園奨励費補助金 くるみ幼稚園 8,117,300 児童育成課
就園奨励費補助金 南柏幼稚園 7,337,600 児童育成課
就園奨励費補助金 柏幼稚園 10,169,600 児童育成課
就園奨励費補助金 とみせ幼稚園 6,895,000 児童育成課
就園奨励費補助金 すみれ幼稚園 11,422,400 児童育成課
就園奨励費補助金 ますお幼稚園 13,239,000 児童育成課
就園奨励費補助金 豊四季幼稚園 16,683,800 児童育成課
就園奨励費補助金 柏陽幼稚園 9,267,600 児童育成課
就園奨励費補助金 柏さくら幼稚園 22,528,500 児童育成課
就園奨励費補助金 吉田幼稚園 12,419,400 児童育成課
就園奨励費補助金 百合園幼稚園 16,473,400 児童育成課
就園奨励費補助金 沼南幼稚園 11,929,600 児童育成課
就園奨励費補助金 田中幼稚園 18,154,400 児童育成課
就園奨励費補助金 柏めぐみ幼稚園 3,873,300 児童育成課
就園奨励費補助金 柏みどり幼稚園 9,799,300 児童育成課
就園奨励費補助金 柏こばと幼稚園 11,164,900 児童育成課
就園奨励費補助金 手賀の丘幼稚園 7,932,700 児童育成課
就園奨励費補助金 北柏幼稚園 12,867,100 児童育成課
就園奨励費補助金 松ヶ崎幼稚園 15,401,800 児童育成課
就園奨励費補助金 第二ますお幼稚園 18,223,900 児童育成課
就園奨励費補助金 くりの木幼稚園 10,446,800 児童育成課
就園奨励費補助金 西原幼稚園 7,510,700 児童育成課
就園奨励費補助金 ホザナ幼稚園 10,151,100 児童育成課
就園奨励費補助金 高柳台幼稚園 5,049,900 児童育成課
就園奨励費補助金 大津ケ丘幼稚園 8,226,800 児童育成課
就園奨励費補助金 さかいね幼稚園 13,195,200 児童育成課
就園奨励費補助金 柏ひがし幼稚園 6,338,300 児童育成課
就園奨励費補助金 加賀幼稚園 15,607,300 児童育成課
就園奨励費補助金 晴山幼稚園 9,924,900 児童育成課
就園奨励費補助金 風早幼稚園 10,350,700 児童育成課
就園奨励費補助金 麗澤幼稚園 5,124,200 児童育成課
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就園奨励費補助金 松葉幼稚園 5,309,400 児童育成課
就園奨励費補助金 川口文化幼稚園 29,600 児童育成課
就園奨励費補助金 常盤平幼稚園 225,200 児童育成課
就園奨励費補助金 高木幼稚園 5,201,200 児童育成課
就園奨励費補助金 あさひ幼稚園 84,200 児童育成課
就園奨励費補助金 聖徳大学附属幼稚園 484,200 児童育成課
就園奨励費補助金 むつみ幼稚園 1,834,300 児童育成課
就園奨励費補助金 さつき幼稚園 306,600 児童育成課
就園奨励費補助金 八照幼稚園 106,000 児童育成課
就園奨励費補助金 みやおか幼稚園 1,087,500 児童育成課
就園奨励費補助金 聖徳大学附属第二幼稚園 745,600 児童育成課
就園奨励費補助金 金ヶ作幼稚園 1,154,400 児童育成課
就園奨励費補助金 五井ひまわり幼稚園 19,700 児童育成課
就園奨励費補助金 北丘幼稚園 4,414,600 児童育成課
就園奨励費補助金 ひので幼稚園 83,000 児童育成課
就園奨励費補助金 神愛幼稚園 1,071,000 児童育成課
就園奨励費補助金 このはな幼稚園 146,200 児童育成課
就園奨励費補助金 江戸川台ひまわり幼稚園 1,566,500 児童育成課
就園奨励費補助金 八木幼稚園 4,121,200 児童育成課
就園奨励費補助金 黒川幼稚園 1,232,200 児童育成課
就園奨励費補助金 一の台幼稚園 448,800 児童育成課
就園奨励費補助金 めばえ幼稚園 605,400 児童育成課
就園奨励費補助金 ひかり幼稚園 118,400 児童育成課
就園奨励費補助金 湖北白ばら幼稚園 225,200 児童育成課
就園奨励費補助金 わだ幼稚園 146,200 児童育成課
就園奨励費補助金 二階堂幼稚園 118,400 児童育成課
就園奨励費補助金 エーデル幼稚園 395,400 児童育成課
就園奨励費補助金 つくしの幼稚園 188,200 児童育成課
就園奨励費補助金 布佐台幼稚園 59,200 児童育成課
就園奨励費補助金 さつま幼稚園 2,691,700 児童育成課
就園奨励費補助金 みちる幼稚園 59,200 児童育成課
就園奨励費補助金 湖畔幼稚園 106,000 児童育成課
就園奨励費補助金 鎌ヶ谷みどり幼稚園 83,000 児童育成課
就園奨励費補助金 松戸いずみ幼稚園 59,200 児童育成課
就園奨励費補助金 白井幼稚園 1,252,400 児童育成課
就園奨励費補助金 竹ぞの幼稚園 29,600 児童育成課
就園奨励費補助金 宝幼稚園 59,200 児童育成課
就園奨励費補助金 英幼稚園 142,200 児童育成課
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就園奨励費補助金 東京聖栄大学附属わたなべ幼稚園 59,200 児童育成課
就園奨励費補助金 清風幼稚園 55,300 児童育成課
就園奨励費補助金 上平井幼稚園 9,800 児童育成課
柏市私立幼稚園協会補助金 柏市私立幼稚園協会   4,860,000 児童育成課
就園費補助金 みくに幼稚園 5,284,320 児童育成課
就園費補助金 くるみ幼稚園 3,392,100 児童育成課
就園費補助金 南柏幼稚園 3,301,710 児童育成課
就園費補助金 柏幼稚園 5,898,220 児童育成課
就園費補助金 とみせ幼稚園 2,546,640 児童育成課
就園費補助金 すみれ幼稚園 3,744,700 児童育成課
就園費補助金 ますお幼稚園 5,717,180 児童育成課
就園費補助金 豊四季幼稚園 7,549,530 児童育成課
就園費補助金 柏陽幼稚園 3,291,710 児童育成課
就園費補助金 柏さくら幼稚園 8,636,290 児童育成課
就園費補助金 吉田幼稚園 4,388,600 児童育成課
就園費補助金 百合園幼稚園 5,506,010 児童育成課
就園費補助金 沼南幼稚園 4,308,210 児童育成課
就園費補助金 田中幼稚園 6,573,030 児童育成課
就園費補助金 柏めぐみ幼稚園 2,244,560 児童育成課
就園費補助金 柏みどり幼稚園 4,559,510 児童育成課
就園費補助金 柏こばと幼稚園 4,408,600 児童育成課
就園費補助金 手賀の丘幼稚園 3,503,400 児童育成課
就園費補助金 北柏幼稚園 4,700,680 児童育成課
就園費補助金 松ヶ崎幼稚園 5,656,920 児童育成課
就園費補助金 第二ますお幼稚園 6,582,510 児童育成課
就園費補助金 くりの木幼稚園 4,972,630 児童育成課
就園費補助金 西原幼稚園 3,009,760 児童育成課
就園費補助金 ホザナ幼稚園 4,559,770 児童育成課
就園費補助金 高柳台幼稚園 1,540,270 児童育成課
就園費補助金 大津ケ丘幼稚園 2,919,110 児童育成課
就園費補助金 さかいね幼稚園 4,710,550 児童育成課
就園費補助金 柏ひがし幼稚園 2,425,860 児童育成課
就園費補助金 加賀幼稚園 5,143,410 児童育成課
就園費補助金 晴山幼稚園 3,774,570 児童育成課
就園費補助金 風早幼稚園 3,281,450 児童育成課
就園費補助金 麗澤幼稚園 2,335,080 児童育成課
就園費補助金 松葉幼稚園 2,355,600 児童育成課
就園費補助金 川口文化幼稚園 10,130 児童育成課
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就園費補助金 常盤平幼稚園 60,390 児童育成課
就園費補助金 八木ケ谷幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 高木幼稚園 1,872,090 児童育成課
就園費補助金 あさひ幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 聖徳大学附属幼稚園 201,300 児童育成課
就園費補助金 むつみ幼稚園 594,030 児童育成課
就園費補助金 さつき幼稚園 80,520 児童育成課
就園費補助金 八照幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 みやおか幼稚園 392,600 児童育成課
就園費補助金 聖徳大学附属第二幼稚園 583,770 児童育成課
就園費補助金 金ヶ作幼稚園 322,080 児童育成課
就園費補助金 五井ひまわり幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 北丘幼稚園 1,338,710 児童育成課
就園費補助金 ひので幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 八柱幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 神愛幼稚園 342,210 児童育成課
就園費補助金 このはな幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 江戸川台ひまわり幼稚園 574,160 児童育成課
就園費補助金 八木幼稚園 1,348,710 児童育成課
就園費補助金 黒川幼稚園 372,470 児童育成課
就園費補助金 一の台幼稚園 181,170 児童育成課
就園費補助金 めばえ幼稚園 281,820 児童育成課
就園費補助金 ひかり幼稚園 60,390 児童育成課
就園費補助金 若草幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 湖北白ばら幼稚園 80,520 児童育成課
就園費補助金 わだ幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 二階堂幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 エーデル幼稚園 60,390 児童育成課
就園費補助金 つくしの幼稚園 80,520 児童育成課
就園費補助金 布佐台幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 さつま幼稚園 744,940 児童育成課
就園費補助金 みちる幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 湖畔幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 みどりが丘幼稚園 30,260 児童育成課
就園費補助金 鎌ヶ谷みどり幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 松戸いずみ幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 白井幼稚園 412,860 児童育成課
就園費補助金 竹ぞの幼稚園 10,130 児童育成課
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就園費補助金 小金原保育の会 40,260 児童育成課
就園費補助金 ときわ平幼児教室 70,520 児童育成課
就園費補助金 モンテッソーリ江戸川台子どもの家 60,390 児童育成課
就園費補助金 ひのでの森ほいく園 20,130 児童育成課
就園費補助金 かまがや幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 宝幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 英幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 東京聖栄大学附属わたなべ幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 清風幼稚園 30,260 児童育成課
就園費補助金 さくらがおか幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 上平井幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 金ヶ作幼稚園 30,390 児童育成課
就園費補助金 大勝幼稚園 10,130 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 みくに幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 くるみ幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 南柏幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 とみせ幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 すみれ幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 ますお幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 豊四季幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏陽幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏さくら幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 吉田幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 百合園幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 沼南幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 田中幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏めぐみ幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏みどり幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏こばと幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 手賀の丘幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 北柏幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 松ヶ崎幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 第二ますお幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 くりの木幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 西原幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 ホザナ幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 高柳台幼稚園 280,000 児童育成課
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柏市私立幼稚園教材費等補助金 大津ケ丘幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 さかいね幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 柏ひがし幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 加賀幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 晴山幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 風早幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 麗澤幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 松葉幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 くるみ幼稚園 390,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 南柏幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 とみせ幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏めぐみ幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏こばと幼稚園 520,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 松ヶ崎幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 ホザナ幼稚園 1,300,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 風早幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 松葉幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 くるみ幼稚園 448,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 南柏幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 柏幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 すみれ幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 豊四季幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 田中幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 柏こばと幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 手賀の丘幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 第二ますお幼稚園 500,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 みくに幼稚園 224,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 柏こばと幼稚園 230,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 手賀の丘幼稚園 230,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 くるみ幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 豊四季幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 ホザナ幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 高柳台幼稚園 200,000 児童育成課
子育て支援活動助成金 柏市私立幼稚園協会    300,000 児童育成課
健康診断費補助金 柏市私立幼稚園協会    1,501,500 児童育成課
放課後児童対策開設・移転補助金 花野井学童クラブ 274,000 こどもルーム担当室

放課後児童対策運営費補助金 花野井学童クラブ 1,410,000 こどもルーム担当室
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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
放課後児童対策施設補助金 花野井学童クラブ 375,000 こどもルーム担当室

放課後児童対策減免者補助金 個人（２名） 88,000 こどもルーム担当室

地域組織活動補助金 ほほえみ会                                                   189,000 児童センター
地域組織活動補助金 わた毛の会                                                   189,000 児童センター
障害児保育補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           500,000 保育課
障害児保育補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   1,000,000 保育課
障害児保育補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               500,000 保育課
運営費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           6,264,000 保育課
運営費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   11,412,000 保育課
運営費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          9,604,800 保育課
運営費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          5,738,400 保育課
運営費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               7,941,600 保育課
運営費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   6,084,000 保育課
運営費補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   1,872,000 保育課
運営費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         4,255,200 保育課
運営費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     5,104,800 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           2,579,000 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   2,579,000 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          1,719,000 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          1,934,000 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               2,364,000 保育課
予備保育士設置費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   2,579,000 保育課
予備保育士設置費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         429,000 保育課
児童用採暖費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           75,000 保育課
児童用採暖費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   75,000 保育課
児童用採暖費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          75,000 保育課
児童用採暖費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          75,000 保育課
児童用採暖費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               75,000 保育課
児童用採暖費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   75,000 保育課
児童用採暖費補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   75,000 保育課
児童用採暖費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         75,000 保育課
児童用採暖費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     75,000 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           265,800 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   417,105 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          353,235 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          247,625 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               247,590 保育課
児童処遇改善費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   241,086 保育課
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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
児童処遇改善費補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   93,910 保育課
児童処遇改善費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         128,665 保育課
児童処遇改善費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     218,500 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           9,450 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   17,745 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          14,445 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          8,910 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               12,090 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   9,650 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         6,345 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           1,145,800 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   1,963,100 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          1,660,600 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          1,087,500 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               1,419,700 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   1,122,700 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   500,100 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         841,100 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     959,900 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           450,000 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   450,000 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          450,000 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          450,000 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               450,000 保育課
教材費等補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   450,000 保育課
教材費等補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   209,520 保育課
教材費等補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         206,047 保育課
教材費等補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     427,659 保育課
管内私立保育所一時保育促進事業費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           4,590,000 保育課
管内私立保育所一時保育促進事業費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   810,000 保育課
管内私立保育所一時保育促進事業費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          1,890,000 保育課
管内私立保育所一時保育促進事業費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               2,430,000 保育課
管内私立保育所一時保育促進事業費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   4,050,000 保育課
管内私立保育所地域子育て支援センター事業費補社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           7,485,000 保育課
管内私立保育所地域子育て支援センター事業費補社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          7,485,000 保育課
管内私立保育所地域子育て支援センター事業費補社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               7,996,000 保育課
管内私立保育所地域子育て支援センター事業費補医療法人巻石堂さくら保育園                                   7,485,000 保育課
管内私立保育所地域子育て支援センター事業費補株式会社プチ・ナーサリー                                     7,485,000 保育課
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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
管内私立保育所休日保育事業費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          630,000 保育課
管内私立保育所休日保育事業費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          630,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           5,730,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会                                   6,289,200 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          5,940,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          5,730,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園                               6,289,200 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   5,940,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび                   2,559,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 特定非営利活動法人　みなみ高柳保育園                         4,518,000 保育課
管内私立保育所延長保育促進事業費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     5,940,000 保育課
駅前保育所事業費補助金 社会福祉法人　柏光会                                        6,480,000 保育課
駅前保育所事業費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     8,032,000 保育課
私立保育所整備費補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団                               25,835,000 保育課
私立保育所整備費補助金 社会福祉法人　惠史会                                         92,611,000 保育課
乳児保育補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園                          1,000,000 保育課
乳児保育補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園                          500,000 保育課
乳児保育補助金 医療法人巻石堂さくら保育園                                   500,000 保育課
乳児保育補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     500,000 保育課
産休等代替職員設置補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園           379,485 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 吉田ベビーハウス 1,651,000 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 西口共同保育所 498,400 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 駅前預かり保育クニヒロ 1,195,000 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 トムボーイ豊四季ルーム 140,000 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 チャイルドホーム 1,278,870 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 あすなろ託児所 379,500 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 保育所　ちびっこランドかしわ駅前園 1,711,200 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 おもちゃ箱 932,800 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 ひかり保育園 828,000 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 ベビー専門　いちご保育園 1,238,800 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 保育ルーム　フェリーチェ　柏園 1,501,835 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 ぴーくあぶー保育園 1,204,000 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 保育ルーム　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ 757,510 保育課
柏市保育ルーム等運営費助成金 個人　２名                                                   15,000 保育課
柏市駅前認証保育施設運営費補助金 株式会社プチ・ナーサリー                                     4,794,600 保育課
柏市駅前認証保育施設運営費補助金 株式会社ピノーコーポレーション                               10,134,000 保育課
柏市駅前認証保育施設運営費補助金 株式会社ニチイ学館（保育）                                   6,129,050 保育課
柏市駅前認証保育施設運営費補助金 キュービックプランニング株式会社                             2,221,400 保育課
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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
柏市駅前認証保育施設整備費補助金 キュービックプランニング株式会社                             14,400,000 保育課
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