
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

　　児　童　家　庭
子育て支援奨励金 丸十システム有限会社 400,000 児童育成課
子育て支援奨励金 社団法人  柏法人会 400,000 児童育成課
子育て支援奨励金 有限会社  美孔 400,000 児童育成課
子育て支援奨励金 常南通運株式会社 100,000 児童育成課
子育て支援奨励金 ＡＬＬたま社会保険労務士事務所 96,325 児童育成課
子育て支援奨励金 東京ストーン有限会社 400,000 児童育成課
子育て支援奨励金 住軽テック柏株式会社 400,000 児童育成課
子育て応援特別手当交付金 個人（５，１５４人） 185,544,000 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（31人） 2,316,000 児童育成課
就園奨励費補助金 みくに幼稚園 9,386,500 児童育成課
就園奨励費補助金 くるみ学園　くるみ幼稚園 8,821,900 児童育成課
就園奨励費補助金 幸陽学園　南柏幼稚園 10,160,500 児童育成課
就園奨励費補助金 柏学園　柏幼稚園 11,661,200 児童育成課
就園奨励費補助金 柏鈴木学園　とみせ幼稚園 7,484,100 児童育成課
就園奨励費補助金 すみれ学園　すみれ幼稚園 12,679,000 児童育成課
就園奨励費補助金 初穂学園　ますお幼稚園 15,490,300 児童育成課
就園奨励費補助金 柏芳学園　豊四季幼稚園 19,141,600 児童育成課
就園奨励費補助金 誠泉学園　柏陽幼稚園 9,488,300 児童育成課
就園奨励費補助金 東葛学園　柏さくら幼稚園 22,898,900 児童育成課
就園奨励費補助金 弥生学園　吉田幼稚園 12,360,500 児童育成課
就園奨励費補助金 百合園学園　百合園幼稚園 23,224,300 児童育成課
就園奨励費補助金 福寿学園　沼南幼稚園 13,282,100 児童育成課
就園奨励費補助金 喜染学園　田中幼稚園 18,544,800 児童育成課
就園奨励費補助金 柏バプテスト学園　柏めぐみ幼稚園 3,865,200 児童育成課
就園奨励費補助金 草土学園　柏みどり幼稚園 10,788,300 児童育成課
就園奨励費補助金 柏こばと学園　柏こばと幼稚園 11,792,800 児童育成課
就園奨励費補助金 手賀の丘幼稚園 8,358,200 児童育成課
就園奨励費補助金 鴻ノ巣学園　北柏幼稚園 13,776,400 児童育成課
就園奨励費補助金 松ヶ崎学園　松ヶ崎幼稚園 19,402,200 児童育成課
就園奨励費補助金 染谷学園　第二ますお幼稚園 22,125,000 児童育成課
就園奨励費補助金 岩崎学園　くりの木幼稚園 12,030,200 児童育成課
就園奨励費補助金 鏑木学園　西原幼稚園 7,250,700 児童育成課
就園奨励費補助金 ホザナ学園　ホザナ幼稚園 11,433,200 児童育成課
就園奨励費補助金 伊藤学園　高柳台幼稚園 6,578,600 児童育成課
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就園奨励費補助金 渡来学園　大津ケ丘幼稚園 12,555,100 児童育成課
就園奨励費補助金 柏不二学園　さかいね幼稚園 16,469,200 児童育成課
就園奨励費補助金 ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 7,055,500 児童育成課
就園奨励費補助金 加賀キンダーガルテン　加賀幼稚園 18,947,700 児童育成課
就園奨励費補助金 武田学園　晴山幼稚園 10,120,400 児童育成課
就園奨励費補助金 幸陽学園　風早幼稚園 12,093,500 児童育成課
就園奨励費補助金 広池学園　麗澤幼稚園 6,301,300 児童育成課
就園奨励費補助金 柏学園　松葉幼稚園 7,240,400 児童育成課
就園奨励費補助金 文化学園　川口文化幼稚園 51,800 児童育成課
就園奨励費補助金 常盤平学園　常盤平幼稚園 278,000 児童育成課
就園奨励費補助金 高木学園　高木幼稚園 6,083,900 児童育成課
就園奨励費補助金 大橋学園　あさひ幼稚園 110,000 児童育成課
就園奨励費補助金 大和幼稚園 89,500 児童育成課
就園奨励費補助金 聖徳学園　聖徳大学附属幼稚園 540,600 児童育成課
就園奨励費補助金 六高台学園　むつみ幼稚園 2,343,000 児童育成課
就園奨励費補助金 柳沢学園　さつき幼稚園 62,200 児童育成課
就園奨励費補助金 八照幼稚園 171,500 児童育成課
就園奨励費補助金 みやおか学園　みやおか幼稚園 1,611,200 児童育成課
就園奨励費補助金 東京聖徳学園　聖徳大学附属第二幼稚園 758,600 児童育成課
就園奨励費補助金 小嶋学園　金ヶ作幼稚園 1,046,800 児童育成課
就園奨励費補助金 北丘学園　北丘幼稚園 5,057,600 児童育成課
就園奨励費補助金 清風学園　清風幼稚園 135,000 児童育成課
就園奨励費補助金 神愛学園　神愛幼稚園 723,600 児童育成課
就園奨励費補助金 このはな学園　このはな幼稚園 124,400 児童育成課
就園奨励費補助金 みのる学園　江戸川台ひまわり幼稚園 1,302,500 児童育成課
就園奨励費補助金 平和台幼稚園 89,500 児童育成課
就園奨励費補助金 根本学園　八木幼稚園 4,591,900 児童育成課
就園奨励費補助金 黒川学園　黒川幼稚園 1,392,000 児童育成課
就園奨励費補助金 坂巻学園　一の台幼稚園 498,100 児童育成課
就園奨励費補助金 めばえ学園　めばえ幼稚園 748,900 児童育成課
就園奨励費補助金 光学園　ひかり幼稚園 124,400 児童育成課
就園奨励費補助金 湖北白ばら学園　湖北白ばら幼稚園 468,000 児童育成課
就園奨励費補助金 二階堂学園　二階堂幼稚園 414,200 児童育成課
就園奨励費補助金 光学園　つくしの幼稚園 87,000 児童育成課
就園奨励費補助金 光秀学園　さつま幼稚園 2,607,500 児童育成課
就園奨励費補助金 白須賀学園　野田聖華幼稚園 62,200 児童育成課
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就園奨励費補助金 宮本学園　みどりが丘幼稚園 31,100 児童育成課
就園奨励費補助金 風間学園　白井幼稚園 1,561,300 児童育成課
就園奨励費補助金 共立学園　宝幼稚園 62,200 児童育成課
就園奨励費補助金 集英学園　たきのい幼稚園 29,400 児童育成課
就園奨励費補助金 由田学園　富貴島幼稚園 62,200 児童育成課
就園奨励費補助金 奥野木学園　大町不二幼稚園 108,800 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 5,415,230 児童育成課
就園費補助金 くるみ学園　くるみ幼稚園 3,452,360 児童育成課
就園費補助金 幸陽学園　南柏幼稚園 3,694,050 児童育成課
就園費補助金 柏学園　柏幼稚園 5,627,180 児童育成課
就園費補助金 柏鈴木学園　とみせ幼稚園 2,556,900 児童育成課
就園費補助金 すみれ学園　すみれ幼稚園 3,633,790 児童育成課
就園費補助金 初穂学園　ますお幼稚園 5,777,700 児童育成課
就園費補助金 柏芳学園　豊四季幼稚園 7,458,880 児童育成課
就園費補助金 誠泉学園　柏陽幼稚園 3,241,060 児童育成課
就園費補助金 東葛学園　柏さくら幼稚園 8,314,210 児童育成課
就園費補助金 弥生学園　吉田幼稚園 3,764,310 児童育成課
就園費補助金 百合園学園　百合園幼稚園 6,061,390 児童育成課
就園費補助金 福寿学園　沼南幼稚園 4,106,910 児童育成課
就園費補助金 喜染学園　田中幼稚園 6,553,420 児童育成課
就園費補助金 柏バプテスト学園　柏めぐみ幼稚園 2,113,910 児童育成課
就園費補助金 草土学園　柏みどり幼稚園 4,620,030 児童育成課
就園費補助金 柏こばと学園　柏こばと幼稚園 4,318,470 児童育成課
就園費補助金 手賀の丘幼稚園 3,462,880 児童育成課
就園費補助金 鴻ノ巣学園　北柏幼稚園 4,708,810 児童育成課
就園費補助金 松ヶ崎学園　松ヶ崎幼稚園 5,787,440 児童育成課
就園費補助金 染谷学園　第二ますお幼稚園 6,750,070 児童育成課
就園費補助金 岩崎学園　くりの木幼稚園 4,720,940 児童育成課
就園費補助金 鏑木学園　西原幼稚園 3,039,760 児童育成課
就園費補助金 ホザナ学園　ホザナ幼稚園 4,217,690 児童育成課
就園費補助金 伊藤学園　高柳台幼稚園 1,520,140 児童育成課
就園費補助金 渡来学園　大津ケ丘幼稚園 3,309,710 児童育成課
就園費補助金 柏不二学園　さかいね幼稚園 4,672,290 児童育成課
就園費補助金 ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 2,224,430 児童育成課
就園費補助金 加賀キンダーガルテン　加賀幼稚園 5,032,890 児童育成課
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就園費補助金 武田学園　晴山幼稚園 3,784,570 児童育成課
就園費補助金 幸陽学園　風早幼稚園 3,915,870 児童育成課
就園費補助金 広池学園　麗澤幼稚園 2,486,120 児童育成課
就園費補助金 柏学園　松葉幼稚園 3,010,150 児童育成課
就園費補助金 文化学園　川口文化幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 常盤平学園　常盤平幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 岩浅学園　八木ケ谷幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 高木学園　高木幼稚園 1,801,830 児童育成課
就園費補助金 大橋学園　あさひ幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 大和幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 山口学園　まこと第三幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 聖徳学園　聖徳大学附属幼稚園 110,780 児童育成課
就園費補助金 六高台学園　むつみ幼稚園 583,770 児童育成課
就園費補助金 柳沢学園　さつき幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 八照幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 みやおか学園　みやおか幼稚園 432,990 児童育成課
就園費補助金 東京聖徳学園　聖徳大学附属第二幼稚園 664,290 児童育成課
就園費補助金 大勝院学園　大勝院幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 小嶋学園　金ヶ作幼稚園 322,210 児童育成課
就園費補助金 北丘学園　北丘幼稚園 1,187,800 児童育成課
就園費補助金 清風学園　清風幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 神愛学園　神愛幼稚園 231,560 児童育成課
就園費補助金 このはな学園　このはな幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 みのる学園　江戸川台ひまわり幼稚園 563,640 児童育成課
就園費補助金 平和台幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 根本学園　八木幼稚園 1,338,710 児童育成課
就園費補助金 黒川学園　黒川幼稚園 362,470 児童育成課
就園費補助金 岡本学園　南流山幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 坂巻学園　一の台幼稚園 241,690 児童育成課
就園費補助金 めばえ学園　めばえ幼稚園 248,820 児童育成課
就園費補助金 光学園　ひかり幼稚園 90,650 児童育成課
就園費補助金 湖北白ばら学園　湖北白ばら幼稚園 80,520 児童育成課
就園費補助金 二階堂学園　二階堂幼稚園 100,780 児童育成課
就園費補助金 光学園　つくしの幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 光秀学園　さつま幼稚園 885,980 児童育成課
就園費補助金 白須賀学園　野田聖華幼稚園 20,130 児童育成課
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就園費補助金 宮本学園　みどりが丘幼稚園 20,260 児童育成課
就園費補助金 叡智学園　みやこ幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 風間学園　白井幼稚園 423,120 児童育成課
就園費補助金 塩入学園　子鹿幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 小金原保育の会　幼児教室 90,650 児童育成課
就園費補助金 ときわ平幼児教室 60,390 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幼稚園 40,260 児童育成課
就園費補助金 森田子どもの家 20,130 児童育成課
就園費補助金 共立学園　宝幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 集英学園　たきのい幼稚園 10,130 児童育成課
就園費補助金 由田学園　富貴島幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 奥野木学園　大町不二幼稚園 30,260 児童育成課
就園費補助金 原木学園　原木幼稚園 20,130 児童育成課
就園費補助金 浅草寺幼稚園 20,130 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 くるみ学園　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 幸陽学園　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 柏学園　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 柏鈴木学園　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 すみれ学園　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 初穂学園　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 柏芳学園　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 誠泉学園　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 東葛学園　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 弥生学園　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 百合園学園　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 福寿学園　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 喜染学園　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 柏バプテスト学園　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 草土学園　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 柏こばと学園　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 鴻ノ巣学園　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 松ヶ崎学園　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 染谷学園　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 岩崎学園　くりの木幼稚園 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 鏑木学園　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 ホザナ学園　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 伊藤学園　高柳台幼稚園 280,000 児童育成課
柏市私立幼稚園教材費等補助金 渡来学園　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 柏不二学園　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 ワタナベ学園　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 加賀キンダーガルテン　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 武田学園　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 幸陽学園　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 広池学園　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 柏学園　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 くるみ学園　くるみ幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏学園　柏幼稚園 390,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏鈴木学園　とみせ幼稚園 390,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 百合園学園　百合園幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏バプテスト学園　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 草土学園　柏みどり幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏こばと学園　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 松ヶ崎学園　松ヶ崎幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 ホザナ学園　ホザナ幼稚園 1,820,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 伊藤学園　高柳台幼稚園 130,000 児童育成課
柏市私立幼稚園障害児指導費補助金 柏学園　松葉幼稚園 260,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 柏学園　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 すみれ学園　すみれ幼稚園 385,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 喜染学園　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 草土学園　柏みどり幼稚園 463,000 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 岩崎学園　くりの木幼稚園 474,000 児童育成課
柏市私立幼稚園施設整備費補助金 渡来学園　大津ケ丘幼稚園 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 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 くるみ学園　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 柏芳学園　豊四季幼稚園 230,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 東葛学園　柏さくら幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 百合園学園　百合園幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 柏こばと学園　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
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柏市私立幼稚園預り保育補助金 岩崎学園　くりの木幼稚園 230,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 ホザナ学園　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 伊藤学園　高柳台幼稚園 200,000 児童育成課
柏市私立幼稚園預り保育補助金 ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 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 1,533,480 児童育成課
園医報酬補助金 みくに幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 くるみ学園　くるみ幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 幸陽学園　南柏幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏学園　柏幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏鈴木学園　とみせ幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 すみれ学園　すみれ幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 初穂学園　ますお幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏芳学園　豊四季幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 誠泉学園　柏陽幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 東葛学園　柏さくら幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 弥生学園　吉田幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 百合園学園　百合園幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 福寿学園　沼南幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 喜染学園　田中幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏バプテスト学園　柏めぐみ幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 草土学園　柏みどり幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏こばと学園　柏こばと幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 手賀の丘幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 鴻ノ巣学園　北柏幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 松ヶ崎学園　松ヶ崎幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 染谷学園　第二ますお幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 岩崎学園　くりの木幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 鏑木学園　西原幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 ホザナ学園　ホザナ幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 伊藤学園　高柳台幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 渡来学園　大津ケ丘幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏不二学園　さかいね幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 加賀キンダーガルテン　加賀幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 武田学園　晴山幼稚園 30,000 児童育成課

7 / 11 ページ



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
園医報酬補助金 幸陽学園　風早幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 広池学園　麗澤幼稚園 30,000 児童育成課
園医報酬補助金 柏学園　松葉幼稚園 30,000 児童育成課
地域組織活動補助金 ほほえみ会 189,000 児童センター
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 7,351,200 保育課
運営費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園 5,947,200 保育課
運営費補助金 社会福祉法人  千草会  花の井保育園 9,151,200 保育課
運営費補助金 社会福祉法人  千草会  おお田保育園 5,824,800 保育課
運営費補助金 社会福祉法人  あいみ福祉会 11,196,000 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 2,498,400 保育課
運営費補助金 社会福祉法人  柏光会  柏保育園 8,373,600 保育課
運営費補助金 みなみ高柳保育園 6,048,000 保育課
運営費補助金 株式会社  プチ・ナーサリー 6,825,600 保育課
運営費補助金 社会福祉法人  惠史会 5,875,200 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 297,300 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 234,666 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 338,030 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 248,165 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 405,910 保育課
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 97,380 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 269,995 保育課
児童処遇改善費補助金 みなみ高柳保育園 220,905 保育課
児童処遇改善費補助金 株式会社  プチ・ナーサリー 136,320 保育課
児童処遇改善費補助金 社会福祉法人  惠史会 229,860 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 11,600 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 9,180 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 13,635 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  あいみ福祉会 17,475 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 学校法人  くるみ学園  北柏駅前保育園わらび 4,050 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 13,095 保育課
日本スポーツ振興センター負担費補助金 みなみ高柳保育園 9,180 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  惠史会 8,910 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 1,316,300 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 1,088,600 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  花の井保育園 1,578,100 保育課
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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  あいみ福祉会 1,903,700 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 588,100 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 1,472,500 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 みなみ高柳保育園 1,104,000 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 1,222,800 保育課
完全給食・おやつ等実施費補助金 社会福祉法人  惠史会 1,077,600 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 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 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  あいみ福祉会 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 267,120 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 みなみ高柳保育園 450,000 保育課
教材費等補助金 株式会社  プチ・ナーサリー 450,000 保育課
教材費等補助金 社会福祉法人  惠史会 450,000 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 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 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  あいみ福祉会 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 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 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
児童用採暖費補助金 社会福祉法人  惠史会 75,000 保育課
障害児保育補助金 社会福祉法人  あいみ福祉会 500,000 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
障害児保育補助金 みなみ高柳保育園 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 社会福祉法人  千草会  花の井保育園 500,000 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 1,000,000 保育課
乳児保育補助金 社会福祉法人  あいみ福祉会 500,000 保育課
乳児保育補助金 みなみ高柳保育園 500,000 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
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
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 社会福祉法人  千草会  花の井保育園 1,289,000 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 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  柏光会  柏保育園 2,579,000 保育課
予備保育士設置費補助金 みなみ高柳保育園 429,000 保育課
予備保育士設置費補助金 株式会社  プチ・ナーサリー 214,000 保育課
予備保育士設置費補助金 社会福祉法人  惠史会 429,000 保育課
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 5,940,000 保育課
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
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
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
延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人  あいみ福祉会 5,940,000 保育課
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
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
延長保育促進事業費補助金 みなみ高柳保育園 4,518,000 保育課
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
延長保育促進事業費補助金 社会福祉法人  惠史会 5,940,000 保育課
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
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 4,590,000 保育課
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 2,430,000 保育課
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 450,000 保育課
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
私立保育所一時保育促進事業費補助金 社会福祉法人  惠史会 450,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 社会福祉法人  千葉県厚生事業団  ひかり隣保館保育園 7,491,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 医療法人巻石堂さくら保育園 7,491,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 社会福祉法人  千草会  花の井保育園 7,491,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 社会福祉法人  柏光会  柏保育園 8,002,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 株式会社  プチ・ナーサリー 7,491,000 保育課
私立保育所地域子育て支援センター事業費補助金 社会福祉法人  惠史会 7,491,000 保育課
私立保育所休日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 1,176,000 保育課
私立保育所休日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 1,176,000 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 7,200,000 保育課
私立保育所整備費補助金 社会福祉法人  童心会 153,443,000 保育課
産休等代替職員設置補助金 社会福祉法人  柏光会  柏保育園 403,920 保育課
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
保育ルーム等運営費助成金 吉田ベビーハウス 1,375,200 保育課
保育ルーム等運営費助成金 西口共同保育所 1,089,000 保育課
保育ルーム等運営費助成金 駅前預かり保育クニヒロ 1,368,200 保育課
保育ルーム等運営費助成金 チャイルドホーム 1,713,310 保育課
保育ルーム等運営費助成金 あすなろ託児所 764,200 保育課
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 2,191,600 保育課
保育ルーム等運営費助成金 おもちゃ箱 1,409,100 保育課
保育ルーム等運営費助成金 ベビー専門　いちご保育園 1,669,400 保育課
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 2,087,350 保育課
保育ルーム等運営費助成金 ぴーくあぶー保育園 1,240,000 保育課
保育ルーム等運営費助成金 キッズサロン柏 189,400 保育課
保育ルーム等運営費助成金 保育ルーム　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ 2,134,510 保育課
保育ルーム等運営費助成金 Kid's Room アリス 165,200 保育課
保育ルーム等運営費助成金 豊四季駅前保育園 21,000 保育課
保育ルーム等運営費助成金 個人　1名                                                                                        65,000 保育課
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（株式会社学研こどもの森から社名変更） 10,052,800 保育課
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 8,429,000 保育課
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） 7,276,050 保育課
駅前認証保育施設運営費補助金 株式会社　キュービックプランニング 10,915,400 保育課
駅前認証保育施設整備費補助金 Kid's Encourage 22,500,000 保育課
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