
令和３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

　こ　ど　も 補助金額小計（円） 9,163,665,107

柏市民間学童保育施設運営費補助金 株式会社マザープラネット 90,000 学童保育課
柏市民間学童保育施設運営費補助金 合同会社ネクスファ 399,000 学童保育課
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査補助金 個人（4人） 4,180 保育運営課
事務費補助金 学校法人幸陽学園　南柏幼稚園 43,575 保育運営課
事務費補助金 学校法人柏学園　柏幼稚園 70,130 保育運営課
事務費補助金 学校法人すみれ学園　すみれ幼稚園 52,975 保育運営課
事務費補助金 学校法人初穂学園　ますお幼稚園 44,750 保育運営課
事務費補助金 学校法人誠泉学園　柏陽幼稚園 47,805 保育運営課
事務費補助金 学校法人東葛学園　柏さくら幼稚園 84,935 保育運営課
事務費補助金 学校法人弥生学園　吉田幼稚園 54,385 保育運営課
事務費補助金 学校法人百合園学園　百合園幼稚園 37,230 保育運営課
事務費補助金 学校法人福寿学園　沼南幼稚園 31,120 保育運営課
事務費補助金 学校法人喜染学園　田中幼稚園 108,905 保育運営課
事務費補助金 学校法人鴻ノ巣学園　きたかしわ幼稚園 71,540 保育運営課
事務費補助金 学校法人鏑木学園　にしはら幼稚園 43,340 保育運営課
事務費補助金 学校法人伊藤学園　高柳台幼稚園 21,485 保育運営課
事務費補助金 学校法人渡来学園　大津ケ丘幼稚園 30,415 保育運営課
事務費補助金 学校法人柏不二学園　さかいね幼稚園 59,555 保育運営課
事務費補助金 学校法人加賀キンダーガルテン　加賀幼稚園 52,035 保育運営課
事務費補助金 学校法人武田学園　晴山幼稚園 52,270 保育運営課
事務費補助金 学校法人幸陽学園　風早幼稚園 41,930 保育運営課
事務費補助金 学校法人廣池学園　麗澤幼稚園 40,990 保育運営課
事務費補助金 学校法人柏学園　松葉幼稚園 49,920 保育運営課
保育ルーム等運営費助成金 豊四季駅前保育園 640,000 保育運営課
保育ルーム等運営費助成金 カンガルーぽけっと保育園 1,160,000 保育運営課
保育ルーム等運営費助成金 チャイルドホーム 298,400 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 子育てアシスト協議会 3,000,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　柏不二学園　さかいね幼稚園 13,818,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　すみれ学園　すみれ幼稚園 5,369,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　鏑木学園　にしはら幼稚園 1,323,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　武田学園　晴山幼稚園 5,488,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　初穂学園　ますお幼稚園 3,188,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　福寿学園　沼南幼稚園 2,841,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　渡来学園　大津ヶ丘幼稚園 2,397,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　柏学園　松葉幼稚園 758,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　廣池学園　麗澤幼稚園 3,684,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　柏芳学園　豊四季幼稚園 3,479,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　東葛学園　柏さくら幼稚園 3,671,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　柏学園　柏幼稚園 941,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　弥生学園　吉田幼稚園 1,840,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　幸陽学園　風早幼稚園 1,117,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　喜染学園　たなか幼稚園 7,726,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　誠泉学園　柏陽幼稚園 3,769,000 保育運営課
柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　幸陽学園　南柏幼稚園 4,901,000 保育運営課
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柏市私立幼稚園運営費補助金 学校法人　伊藤学園　高柳台幼稚園 299,000 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 26,236,450 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会　あいみ保育園 18,019,610 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 10,663,040 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園 10,662,000 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園 15,776,350 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 21,180,510 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　ピノーコーポレーション　ピノキオ幼児舎南柏保育園 8,593,695 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ逆井みなみ保育園 13,603,863 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 11,091,105 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 11,288,331 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社プチ・ナーサリー　柏の葉キャンパス保育園 8,441,378 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社プチ・ナーサリー　プチ・ナーサリー柏の葉保育園 10,141,724 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 キュービックプランニング株式会社　ら・くれしゅ柏駅前保育園 4,914,530 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 18,374,198 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 40,157,575 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ　キッズ・エンカレッジ 10,193,855 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　西口の杜　西口保育園 26,002,615 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 13,948,650 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏の葉 21,444,036 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　アイグラン　あい保育園柏たなか駅前 11,249,818 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 11,585,256 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 33,103,861 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン保育園 17,667,568 保育運営課

私立保育所運営費等補助金
株式会社　小学館集英社プロダクション　小学館アカデミー柏しこだ
の森保育園

16,701,696 保育運営課

私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 26,083,829 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲保育園 15,537,586 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏保育園 13,209,511 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 ミアヘルサ株式会社　ミアヘルサ保育園ひびきかしわ 10,894,670 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 32,840,585 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン亀甲台保育園 20,705,022 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人千草会　北の杜保育園 8,924,830 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲さく良保育園 12,950,601 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわのはこころ保育園 14,322,915 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　さくらさくみらい　さくらさくみらい柏の葉 14,124,723 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 13,742,982 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 27,438,321 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　めばえ保育園 11,620,167 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 19,357,820 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新柏 6,273,716 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 27,621,424 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 株式会社　こどもの森　まなびの森保育園豊四季 7,917,332 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　ひなた保育園 15,764,709 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　我孫子大樹会　船戸ブロッサム保育園 3,770,971 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 18,442,310 保育運営課
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私立保育所運営費等補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 19,280,170 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　豊四季 8,459,330 保育運営課
私立保育所運営費等補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　第二新柏 5,253,322 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 31,480,408 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 31,779,610 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 31,335,713 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 36,138,070 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 10,091,930 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 31,097,224 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 3,844,367 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 22,027,110 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 28,505,038 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 21,367,022 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 24,533,714 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 11,989,450 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 20,974,399 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 12,129,366 保育運営課
認定こども園補助金（２・３号） 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 11,481,140 保育運営課
小規模保育事業補助金 株式会社　ぴよぴよひよこ　よしだベビーハウス 6,770,913 保育運営課
小規模保育事業補助金 株式会社　Ｍｏｎｂｅｂｅ　キッズルームアリス高柳保育園 4,713,311 保育運営課
小規模保育事業補助金 株式会社学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏豊四季台 4,113,911 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人東葛学園チェリーガーデン 1,331,026 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人　柏芳学園　豊四季もりの保育園 7,234,921 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人　柏こばと学園　柏こばと保育園ぷりん 3,967,870 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏小規模保育園わらび 2,564,023 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人　渡来学園　フェアリーガーデン 6,629,065 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人喜染学園　田中わんぱくの森保育園 7,928,385 保育運営課
小規模保育事業補助金 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 8,431,869 保育運営課
小規模保育事業補助金 株式会社アルタナーサリー　アルタベビー南柏園 1,450,216 保育運営課
保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 30,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 4,824,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 3,240,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 3,240,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園　吉野沢保育園 3,024,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 1,254,279 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 1,239,383 保育運営課
一時預かり事業補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 2,676,000 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　幸陽学園　風早幼稚園 1,657,976 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　幸陽学園　南柏幼稚園 2,873,800 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 2,190,650 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　柏こばと学園（教育標準時間認定） 4,785,800 保育運営課
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一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 2,281,050 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 1,884,200 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 1,301,280 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 598,873 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 1,488,100 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 1,314,250 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 1,747,900 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 1,199,100 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 1,531,569 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 1,614,890 保育運営課
一時預かり事業（幼稚園型）補助金 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 1,135,300 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　柏こばと学園　（教育標準時間認定） 2,185,045 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 1,983,315 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 2,123,775 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 2,575,325 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 814,840 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 3,283,015 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 2,945,230 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 2,816,870 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 2,019,565 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 3,160,160 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 2,704,045 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 2,334,475 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 1,486,296 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 649,400 保育運営課
認定こども園補助金（１号） 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 29,250 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 11,996,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会　あいみ保育園 7,519,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 4,445,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園 3,945,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園 7,742,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 9,548,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　ピノーコーポレーション　ピノキオ幼児舎南柏保育園 5,410,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ逆井みなみ保育園 6,708,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 4,700,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 6,253,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 キュービックプランニング株式会社　ら・くれしゅ柏駅前保育園 2,924,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 10,120,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 13,141,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ　キッズ・エンカレッジ 3,221,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　西口の杜　西口保育園 6,665,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 10,346,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 14,308,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏の葉 7,683,026 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　アイグラン　あい保育園柏たなか駅前 6,313,075 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 5,700,000 保育運営課
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保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 9,977,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン保育園 9,295,875 保育運営課

保育士等処遇改善事業補助金
株式会社　小学館集英社プロダクション　小学館アカデミー柏しこだ
の森保育園

9,172,000 保育運営課

保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 9,130,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲保育園 7,512,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏保育園 5,703,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 ミアヘルサ株式会社　ミアヘルサ保育園ひびきかしわ 6,608,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 13,157,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 6,463,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　ぴよぴよひよこ　よしだベビーハウス 1,152,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン亀甲台保育園 8,115,700 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人千草会　北の杜保育園 3,261,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 13,509,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 12,047,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 7,137,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 17,356,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　Ｍｏｎｂｅｂｅ　キッズルームアリス高柳保育園 2,501,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏豊四季台 2,837,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲さく良保育園 8,570,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人東葛学園チェリーガーデン 1,788,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわのはこころ保育園 7,817,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏芳学園　豊四季もりの保育園 2,712,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 6,595,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 11,868,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 12,642,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 11,653,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 11,107,544 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 11,841,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　さくらさくみらい　さくらさくみらい柏の葉 8,105,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏こばと学園　柏こばと保育園ぷりん 2,705,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 7,888,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 8,523,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏小規模保育園わらび 3,397,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 11,507,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　めばえ保育園 6,480,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 8,130,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　渡来学園　フェアリーガーデン 2,112,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新柏 4,450,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 8,915,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人喜染学園　田中わんぱくの森保育園 4,146,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社　こどもの森　まなびの森保育園豊四季 4,320,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　ひなた保育園 6,679,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 3,628,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　我孫子大樹会　船戸ブロッサム保育園 6,380,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 株式会社アルタナーサリー　アルタベビー南柏園 2,449,500 保育運営課
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保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 6,890,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 7,235,500 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 7,194,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　豊四季 4,257,000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　第二新柏 3036000 保育運営課
保育士等処遇改善事業補助金 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 8043000 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 188,280 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏こばと学園（教育標準時間認定） 212,860 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 212,160 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 289,420 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 104,880 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 294,840 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 276,160 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 242,320 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏芳学園　豊四季幼稚園 710,340 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 192,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 277,600 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 246,240 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 251,240 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 156,760 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 97,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 125,400 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 565,260 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会　あいみ保育園 545,360 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 523,080 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　千草会　おお田保育園 466,360 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　柏光会　柏保育園 496,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 459,660 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　ピノーコーポレーション　ピノキオ幼児舎南柏保育園 267,567 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ逆井みなみ保育園 418,540 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 282,540 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 546,920 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 キュービックプランニング株式会社　ら・くれしゅ柏駅前保育園 277,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 532,720 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 694,160 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ　キッズ・エンカレッジ 386,220 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　西口の杜　西口保育園 338,840 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 577,180 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 803,740 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏の葉 689,260 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　アイグラン　あい保育園柏たなか駅前 519,720 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 499,320 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 577,480 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン保育園 522,820 保育運営課

保育士処遇改善臨時特例補助金
株式会社　小学館集英社プロダクション　小学館アカデミー柏しこだ
の森保育園 482,360

保育運営課
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令和３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
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 506,720 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲保育園 481,160 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏保育園 353,520 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 ミアヘルサ株式会社　ミアヘルサ保育園ひびきかしわ 600,180 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 449,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 553,420 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　ぴよぴよひよこ　よしだベビーハウス 168,660 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン亀甲台保育園 514,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人千草会　北の杜保育園 399,000 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 586,000 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 318,140 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 414,040 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 604,480 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　Ｍｏｎｂｅｂｅ　キッズルームアリス高柳保育園 215,840 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏豊四季台 175,780 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　高柳福祉会　咲さく良保育園 494,160 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人東葛学園チェリーガーデン 186,120 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわのはこころ保育園 507,080 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏芳学園　豊四季もりの保育園 206,800 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 105,240 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 420,320 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 531,480 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 345,480 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 421,280 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 478,920 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　さくらさくみらい　さくらさくみらい柏の葉 522,780 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏こばと学園　柏こばと保育園ぷりん 165,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 517,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 487,440 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　くるみ学園　北柏小規模保育園わらび 192,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 474,120 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　めばえ保育園 411,140 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 370,620 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　渡来学園　フェアリーガーデン 217,140 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新柏 427,720 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 485,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人喜染学園　田中わんぱくの森保育園 241,040 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社　こどもの森　まなびの森保育園豊四季 318,287 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　ひなた保育園 519,380 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 241,040 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　我孫子大樹会　船戸ブロッサム保育園 430,300 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 株式会社アルタナーサリー　アルタベビー南柏園 214,540 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 475,980 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 366,000 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 464,980 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　豊四季 414,780 保育運営課
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保育士処遇改善臨時特例補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　第二新柏 376,560 保育運営課
保育士処遇改善臨時特例補助金 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 420,160 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 1,376,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　あいみ福祉会　あいみ保育園 1,611,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 1,017,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　ピノーコーポレーション　ピノキオ幼児舎南柏保育園 521,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 691,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社プチ・ナーサリー　柏の葉キャンパス保育園 480,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 キュービックプランニング株式会社　ら・くれしゅ柏駅前保育園 648,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 648,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ　キッズ・エンカレッジ 545,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 2,772,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 3,091,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏の葉 576,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 636,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 4,052,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 5,231,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 ミアヘルサ株式会社　ミアヘルサ保育園ひびきかしわ 888,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 3,213,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 648,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 3,320,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 1,908,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 1,014,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 5,437,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　Ｍｏｎｂｅｂｅ　キッズルームアリス高柳保育園 552,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわのはこころ保育園 912,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　ワタナベ学園　柏ひがし幼稚園 1,067,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 541,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 5,459,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 2,957,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 2,559,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏こばと学園　柏こばと保育園ぷりん 329,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 1,122,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 3,686,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏小規模保育園わらび 648,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 2,307,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　めばえ保育園 1,977,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 4,354,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新柏 1,458,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 5,346,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 株式会社　こどもの森　まなびの森保育園豊四季 1,440,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　岡北福祉会　ひなた保育園 4,560,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 1,405,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　我孫子大樹会　船戸ブロッサム保育園 1,012,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 1,608,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 4,438,000 保育運営課
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令和３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
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 516,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　豊四季 2,524,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　第二新柏 1,466,000 保育運営課
保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 1,200,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 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 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　あいみ福祉会　あいみ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　千草会　おお田保育園 411,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　柏光会　柏保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 367,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　ピノーコーポレーション　ピノキオ幼児舎南柏保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ逆井みなみ保育園 491,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 443,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社プチ・ナーサリー　柏の葉キャンパス保育園 491,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社プチ・ナーサリー　プチ・ナーサリー柏の葉保育園 762,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） キュービックプランニング株式会社　ら・くれしゅ柏駅前保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 498,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 499,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂｅａｎ　キッズ・エンカレッジ 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　西口の杜　西口保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 731,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　アイグラン　あい保育園柏たなか駅前 493,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン保育園 413,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設）
株式会社　小学館集英社プロダクション　小学館アカデミー柏しこだ
の森保育園

500,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　高柳福祉会　咲保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　ぴよぴよひよこ　よしだベビーハウス 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン亀甲台保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人千草会　北の杜保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　Ｍｏｎｂｅｂｅ　キッズルームアリス高柳保育園 300,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設）
株式会社　学研ココファン・ナーサリー　Gakkenほいくえん柏の葉豊
四季台

24,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　高柳福祉会　咲さく良保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人東葛学園チェリーガーデン 100,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人こころ福祉会　かしわのはこころ保育園 477,000 保育運営課
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令和３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
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏芳学園　豊四季もりの保育園 129,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　染谷学園　幼保連携型認定こども園　第二ますお幼稚園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏鈴木学園　認定こども園　とみせ幼稚園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　さくらさくみらい　さくらさくみらい柏の葉 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏こばと学園　柏こばと保育園ぷりん 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 403,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　くるみ学園　北柏小規模保育園わらび 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　岡北福祉会　めばえ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　渡来学園　フェアリーガーデン 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　新柏 11,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人喜染学園　田中わんぱくの森保育園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社　こどもの森　まなびの森保育園豊四季 432,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　岡北福祉会　ひなた保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　我孫子大樹会　船戸ブロッサム保育園 497,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 株式会社アルタナーサリー　アルタベビー南柏園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 491,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　豊四季 11,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） ＡＩＡＩ Ｃhild Ｃare　株式会社　ＡＩＡＩ　ＮＵＲＳＥＲＹ　第二新柏 39,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可保育施設） 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 医療法人社団誠高会　おおたかの森病院保育室 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社Ｎｅｅｚ　柏ひまわり保育園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 医療法人社団協友会　柏厚生総合病院　さくらんぼ保育室 500,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） ＺＩＮ株式会社　ふくしあ保育園　柏園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 学校法人草土学園　保育室みどりの木 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 国立大学法人東京大学　東大柏どんぐり保育園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院　ひまわり保育所 64,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 医療法人社団柏水会　初石病院内保育室 394,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社かがやき保育園　かがやき保育園かしわ 43,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 公益財団法人柏市医療公社　柏市立柏病院　ひまわり保育室 290,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社アルコバレーノ　保育ルームFelice　柏Ⅱ園 299,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社スマイルキッズ　スマイルキッズインターナショナル 493,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社新上　事業所内保育所ぽぽらす 115,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社マザープラネット　チコル保育園 148,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　東台センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　松葉町センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　江戸川台センター保育室 103,000 保育運営課
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　南柏センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　沼南センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　柏中央センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　五香センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　柏西センター保育室 103,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設）
公益財団法人モラロジー道徳教育財団　モラロジー道徳教育財団
あおいルーム

300,000 保育運営課

保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 千葉県ヤクルト販売株式会社　増尾センター保育室 103,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏の葉キャンパス保育園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 有限会社マッキャンダ　アレクサンダーズイングリッシュナーサリー 346,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） ＮＰＯ法人　チャイルドホーム 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 江澤　清実　保育所　まつば園 400,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 一般社団法人　かがやき　あちーぶ保育園 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 株式会社新三洋　保育ルームひまわり 300,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 社会福祉法人彩保育会　りとるうぃず南柏園 216,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 学校法人柏芳学園　豊四季みんなの保育園 81,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 国立研究開発法人　国立がん研究センター東病院　ひばり保育園 76,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） ソリス・ジョアミア・ソネル　柏イングリッシュランチ 15,000 保育運営課
保育環境改善等事業補助金（新型コロナウイルス対策）（認可外保育施設） 学校法人柏こばと学園　モラージュこばと保育園 400,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 254,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 144,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 264,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 139,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 144,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 株式会社ニチイ学館　ニチイキッズ柏保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 151,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　新柏会　ヴィヴァン亀甲台保育園 202,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　柏芳学園　豊四季もりの保育園 42,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 253,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 株式会社　さくらさくみらい　さくらさくみらい柏の葉 111,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　こころ福祉会　かしわたなかこころ保育園 61,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 142,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　柏芳学園　柏の葉こども園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 株式会社　メディクロス　つじなか保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人　渡来学園　フェアリーガーデン 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　岐山会　豊四季はぐくみ保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人喜染学園　田中わんぱくの森保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 学校法人喜染学園　柏の葉わんぱくの杜保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人こころ福祉会　かしわきゃんぱすこころ保育園 294,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（病児保育事業分） 社会福祉法人　こころ福祉会　ＴＸかしわこころ保育園 96,000 保育運営課
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補助金件名 補助対象 補助金額(円) 担当課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 医療法人　巻石堂病院（財団）　巻石堂さくら保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 191,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 262,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 235,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　楡の木会　とばり保育園 37,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 139,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　彩保育会　うぃず南柏保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　童心会　柏しんとみ保育園 134,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウィルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 社会福祉法人　童心会　柏ＥＣＥＣ保育園 125,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　柏バプテスト学園　柏めぐみ園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　草土学園　柏みどりこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　ホザナ学園　ホザナ幼稚園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人みくに学園　認定こども園みくになかよしこども園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　幸陽学園　南柏幼稚園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　柏こばと学園　こばとこどもえん　ネスト 298,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　岩崎学園　認定こども園　くりの木幼稚園 274,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　柏こばと学園（教育標準時間認定） 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　柏芳学園　豊四季幼稚園 199,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　祁山学園　手賀の丘幼稚園・保育園 300,000 保育運営課
新型コロナウイルス感染症対策補助金（一時預かり事業分） 学校法人　幸陽学園　風早幼稚園 195,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 学校法人みくに学園　認定こども園みくに学園 179,832,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 学校法人草土学園　柏みどりこども園 70,465,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 学校法人祁山学園　柏の葉はぐくみこども園 289,197,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 社会福祉法人こころ福祉会　かしわおおむろこころ保育園 157,290,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 株式会社マザープラネット　オハナゆめ保育園柏の葉 47,250,000 保育運営課
私立保育所整備費補助金 AIAI Child Care株式会社　AIAI NURSERY高柳 47,250,000 保育運営課
小規模保育設置促進事業補助金 合資会社ライフコミュニケーション　童夢ガーデン柏保育園 26,250,000 保育運営課
小規模保育設置促進事業補助金 株式会社メディフェア　柏の葉みらい保育園 19,329,000 保育運営課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）巻石堂さくら保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 株式会社プチナーサリー　柏の葉キャンパス保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 6,846,565 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 8,398,000 子育て支援課
地域子育て支援拠点事業補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 8,398,000 子育て支援課
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令和３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
かしわ新生児特別給付金 個人（72人） 7,200,000 子育て支援課【こども政策課】
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　千葉県厚生事業団　ひかり隣保館保育園 300,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　千草会　花の井保育園 300,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 医療法人　巻石堂病院（財団）巻石堂さくら保育園 300,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 株式会社プチナーサリー　柏の葉キャンパス保育園 92,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　みなみ福祉会　みなみ高柳保育園 225,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　惠史会　吉野沢保育園 252,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　童心会　柏さかさい保育園 181,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　童心会　柏中央保育園 205,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 学校法人　くるみ学園　認定こども園くるみこども園 300,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 学校法人　くるみ学園　北柏駅前保育園わらび 300,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 学校法人　柏こばと学園（保育認定） 233,000 子育て支援課
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 社会福祉法人　みどりの杜　柏みどり保育園 300,000 子育て支援課
子育て世帯への臨時特別給付金 18歳（障害児は20歳）までの児童を養育するかた（35,777人） 5,888,200,000 こども福祉課
ひとり親家庭養育費確保支援事業補助金 個人(9件) 132,381 こども福祉課

子育て世帯生活支援特別給付金
児童扶養手当受給者などひとり親世帯及び住民税非課税水準の子
育て世帯（4,233人）

337,800,000 こども福祉課

※担当課欄の【　】内は，令和４年度の組織改編後の担当課
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