
（単位：千円）

件　数 金　　額

一般会計 342 19,974,210

議会費 3 363,666

総務費 10 243,134

市民費 21 1,020,985

こども費 48 5,191,530

健康福祉費 110 5,748,898

環境費 12 239,459

経済労働費 54 668,977

建設費 2 63,643

港湾費 2 35,285

まちづくり費 36 5,311,725

区役所費 16 422,228

消防費 3 11,379

教育費 25 653,301

特別会計 5 52,646

市場会計 2 1,108

国保会計 1 14,091

公害会計 1 19,447

介護会計 1 18,000

　全　　計 347 20,026,856

〔平成20年度予算〕

補助・助成金集計表（会計・款別）
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（単位：千円）

件　数 金　　額

　市及び市関連法人 61 5,484,564

一般会計 60 5,465,117

特別会計 1 19,447

　関連外法人 249 11,770,822

一般会計 245 11,737,623

特別会計 4 33,199

　個　　　　人 37 2,771,470

一般会計 37 2,771,470

特別会計 　　　－ 　　　　　　－

　　全　　計 347 20,026,856

一般会計 342 19,974,210

特別会計 5 52,646

〔平成20年度予算〕

補助・助成金集計表（団体種別）
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

1 川崎市議会会派控室管理補助金 22,332 市議会各会派 議会事務局

2 政務調査費 340,200 市議会各会派 議会事務局

3 川崎市議会議員厚生会補助金 1,134 川崎市議会議員厚生会 議会事務局

4 川崎市職員厚生会補助金 170,257 川崎市職員厚生会 総務局

5 川崎市職員自主研修活動補助金 220 川崎市職員自主研修グループ 総務局

6 法律援助事業補助金 400 横浜弁護士会 総務局

7 川崎市国際交流協会補助金 42,392 (財)川崎市国際交流協会 総務局

8 川崎市自主防災組織活動助成金 6,000 自主防災組織 総務局

9 川崎市地域防災活動促進助成金 9,490 各区自主防災組織連絡協議会 総務局

10 川崎市自主防災組織防災資器材購
入補助金 11,000 自主防災組織 総務局

11 川崎市地域防災パワーアップモデ
ル事業補助金 1,000

ボランティアグループ
ＰＴＡ、商店会
ＮＰ０法人　　等

総務局

12 納税貯蓄組合連合会補助金 1,567 納税貯蓄組合連合会(計６区連) 財政局

13 明るい選挙推進運動事業補助金 808 川崎市明るい選挙推進協議会及び各区
明るい選挙推進協議会

選挙管理委
員会事務局

14 川崎市市民自治財団補助金 56,213 (財)川崎市市民自治財団
市民・こど
も局

15 川崎市指定都市記念事業公社補助
金 302,670 (財)川崎市指定都市記念事業公社

市民・こど
も局

16 かわさき市民活動センター補助金 145,152 (財)かわさき市民活動センター
市民・こど
も局

17 市民活動ポータルサイト構築、運
営費補助金 1,143 (財)かわさき市民活動センター

市民・こど
も局

18 かわさき市民公益活動助成制度補
助金 21,450 (財)かわさき市民活動センター

市民・こど
も局

19 川崎市交通安全協会補助金 542 (社)川崎市交通安全協会
市民・こど
も局

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

20 川崎市イメージアップ事業認定助
成金 3,500 川崎市イメージアップ事業として認定

を受けた者
市民・こど
も局

21 川崎フロンターレ後援会補助金 22,800 川崎フロンターレ後援会
市民・こど
も局

22 かながわ国際人権県民集会開催費
補助金 1,800 (社)神奈川人権センター

市民・こど
も局

23 横浜国際人権センター啓発事業補
助金 2,160 国連登録ＮＧＯ

横浜国際人権センター
市民・こど
も局

24 人権擁護委員協議会補助金 900 川崎人権擁護委員協議会
市民・こど
も局

25 同和対策事業団体補助金 3,060
部落解放同盟神奈川県連合会川崎支部
全日本同和会神奈川県連合会川崎支部
神奈川県地域人権運動連合会川崎支部

市民・こど
も局

26 平和推進事業補助金 865 平和活動を行う市民団体
市民・こど
も局

27 神奈川フィルハーモニー管弦楽団
補助金 10,000 (財)神奈川フィルハーモニー管弦楽団

市民・こど
も局

28 日本地名研究所補助金 1,900 日本地名研究所
市民・こど
も局

29 川崎市総合文化団体連絡会補助金 10,000 川崎市総合文化団体連絡会等
市民・こど
も局

30 川崎市文化財団補助金 165,197 (財)川崎市文化財団
市民・こど
も局

31 川崎郷土・市民劇事業費補助金 4,000 (財)川崎市文化財団
市民・こど
も局

32 「音楽のまち・かわさき」推進協
議会補助金 69,827 「音楽のまち・かわさき」推進協議会

市民・こど
も局

33 川崎市文化財団補助金
(プラザソル事業費補助） 21,795 (財)川崎市文化財団

市民・こど
も局

34 新百合21ホール事業費補助金 176,011 (財)川崎市文化財団
市民・こど
も局

35 私立幼稚園園児保育料等補助金 1,574,607 私立幼稚園児の保護者
市民・こど
も局

36 幼児園児保育料補助金 12,760 市内在住の幼児園在園児(3・4・5歳
児)の保護者

市民・こど
も局

37 神奈川県専修学校各種学校協会川
崎支部補助金 838 (社)神奈川県専修学校各種学校協会川

崎支部
市民・こど
も局

38 川崎市私立中学高等学校長協会補
助金 1,053 川崎市私立中学高等学校長協会

市民・こど
も局
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

39 川崎市朝鮮学校整備等補助金 1,777 (学)神奈川朝鮮学園川崎朝鮮初級学校
及び南武朝鮮初級学校

市民・こど
も局

40 川崎市朝鮮学校児童等保護者補助
金 6,912

川崎朝鮮初級学校及び南武朝鮮初級学
校に在籍する市内在住の児童等の保護
者

市民・こど
も局

41 川崎市私立中学校及び高等学校教
材教具等補助金 3,698 市内私立中学校及び高等学校

市民・こど
も局

42 川崎市朝鮮学校研修費補助金 347 (学)神奈川朝鮮学園川崎朝鮮初級学校
及び南武朝鮮初級学校

市民・こど
も局

43 私立幼稚園協会事業補助金 324,436 (社)川崎市幼稚園協会
市民・こど
も局

44 園舎増改築費利子補助金 6,153 私立幼稚園設置者
市民・こど
も局

45 産後家庭支援ヘルパー派遣事業補
助金 5,966 民間事業者（ベビーシッター派遣事業

者等）
市民・こど
も局

46 子育て交流事業補助金 875 (福)川崎市社会福祉協議会
市民・こど
も局

47 地域子育て自主グループ補助金 479 市内の地域子育て自主グループ
市民・こど
も局

48 全国心臓病の子供を守る会運営費
補助金 252 全国心臓病の子供を守る会川崎支部

市民・こど
も局

49 神奈川県小児保健協会運営費補助
金 90 神奈川県小児保健協会

市民・こど
も局

50 神奈川少年友の会補助金 64 神奈川少年友の会
市民・こど
も局

51 川崎市青少年育成連盟活動費補助
金 5,748 川崎市青少年育成連盟

市民・こど
も局

52 少年団体リーダー研修補助金 969 川崎市青少年育成連盟
市民・こど
も局

53 川崎市子ども会連盟区子ども会連
合会指導者研修費補助金 665 川崎市青少年育成連盟

市民・こど
も局

54 川崎市子ども会連盟ジュニアリー
ダー諸研修大会補助金 333 川崎市青少年育成連盟

市民・こど
も局

55 少年補導員活動費補助金 975 川崎地区少年補導員連絡協議会
市民・こど
も局

56 多摩区内民間児童厚生施設運営費
補助金 23,501 (福)川崎市社会福祉事業団

市民・こど
も局

57 民間児童福祉施設振興費補助金 159,682 民間児童養護施設・乳児院
市民・こど
も局
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

58 児童ファミリーグループホーム事
業費補助金 68,946 グループホーム運営者

市民・こど
も局

59 民間児童福祉施設退所児童後指導
奨励補助金 90 児童福祉施設

市民・こど
も局

60 川崎市里親会補助金 430 川崎市里親会
市民・こど
も局

61
民間障害児施設振興費補助金（肢
体不自由児療護施設・重症心身障
害児施設）

4,961 社会福祉法人等
市民・こど
も局

62 地域療育センター整備費補助金 225,299 社会福祉法人
市民・こど
も局

63 民間児童福祉施設賠償責任保険事
業補助金 234 (福)川崎市社会福祉協議会

市民・こど
も局

64 神奈川県児童福祉文化体育協会補
助金 100 神奈川県児童福祉文化体育協会

市民・こど
も局

65 神奈川県児童福祉施設職員研究会
補助金 58 神奈川県児童福祉施設職員研究会

市民・こど
も局

66 ｢母と子の集い｣開催補助金 30 (福)神奈川県社会福祉協議会
市民・こど
も局

67 交通遺児交流会補助金 300 (福)川崎市社会福祉協議会
市民・こど
も局

68 民間保育所施設振興費補助金 1,461,758 市内民間保育所
市民・こど
も局

69 商店街活用型保育施設整備費補助
金 7,500 市内民間認可外保育所

市民・こど
も局

70 民間保育所整備事業費補助金 1,205,124 （設置・運営）社会福祉法人
市民・こど
も局

71 小規模認可保育所整備事業費補助
金 22,500 市内民間認可保育所

市民・こど
も局

72 認定こども園整備事業費補助金
（保育所分） 5,262 認定こども園運営法人

市民・こど
も局

73 民間保育所運営育成費補助金 26,106 (財)川崎市保育会
市民・こど
も局

74 川崎市保育まつり補助金 270 (福)川崎市社会福祉協議会
市民・こど
も局

75 児童厚生施設｢こどもの杜｣運営費
補助金 4,106 (財)神奈川県民間保育園協会

市民・こど
も局

76 神奈川県民間保育園協会運営費補
助金 284 (財)神奈川県民間保育園協会

市民・こど
も局
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

77 保育センター運営費補助金 3,440 (学)白峰学園
市民・こど
も局

78 民間保育所産休代替等職員雇用費
補助金 6,687 市内民間認可保育所

市民・こど
も局

79 民間シェルター補助金 2,000 ｳｨﾒﾝｽﾞﾊｳｽ花みずき
NPO法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾋﾞﾎﾟ

市民・こど
も局

80 川崎市母子寡婦福祉協議会運営費
補助金 3,900 (財)川崎市母子寡婦福祉協議会

市民・こど
も局

81 自立支援教育訓練給付補助金 2,961 母子家庭の母
市民・こど
も局

82 高等技能訓練促進補助金 7,004 母子家庭の母
市民・こど
も局

83 社会福祉協議会育成費補助金 203,033 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

84 ボランティア活動推進費補助金 14,448 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

85 生活困窮者緊急援護資金補助金 476 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

86 民間社会福祉施設職員福利増進費
補助金 850 (財)神奈川県福利協会 健康福祉局

87 民間社会福祉施設従事者福利厚生
費補助金 2,000 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

88 民生委員育成事業事務費補助金 400 川崎市民生委員児童委員協議会 健康福祉局

89 主任児童委員活動育成費補助金 2,088 川崎市民生委員児童委員協議会 健康福祉局

90 民生児童委員協議会育成費補助金 31,895 川崎市民生委員児童委員協議会 健康福祉局

91 福祉パル運営費補助金 185,598 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

92 川崎いのちの電話育成費補助金 5,190 (福)川崎いのちの電話 健康福祉局

93 かながわ健康財団腎･アイバンク
事業運営費補助金 385 (財)かながわ健康財団 健康福祉局

94 親子ふれあい入浴デー事業費補助
金 1,105 川崎浴場組合連合会 健康福祉局

95 目の愛護デー事業補助金 154 (社)川崎市医師会 健康福祉局
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補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

96 川崎市食生活改善推進員連絡協議
会補助金 150 川崎市食生活改善推進員連絡協議会 健康福祉局

97 川崎公害病患者と家族の会運営費
補助金 900 川崎公害病患者と家族の会 健康福祉局

98 川崎市食品衛生協会補助金 883 (社)川崎市食品衛生協会 健康福祉局

99 ベーチェット病友の会運営費補助
金 45 ベーチェット病友の会神奈川県支部川

崎部会 健康福祉局

100 神奈川県難病団体連絡協議会補助
金 300 神奈川県難病団体連絡協議会 健康福祉局

101 川崎市原爆被爆者の会運営費補助
金 598 川崎市折鶴の会

神奈川県原爆被災者の会川崎支部 健康福祉局

102 精神障害者家族会連合会補助金 200 特定非営利活動法人
あやめ会 健康福祉局

103 断酒新生会運営費補助金 90 川崎断酒新生会 健康福祉局

104 神奈川県精神保健福祉協会運営費
補助金 48 (社)神奈川県精神保健福祉協会 健康福祉局

105 神奈川県社会復帰援護会運営費補
助金 387 (財)神奈川県社会復帰援護会 健康福祉局

106 川崎市精神障害者連絡会運営費補
助金 180 （Ｎ）川崎市精神障害者連絡会 健康福祉局

107 川崎･横浜公害保健センター補助
金 5,772 (財)川崎･横浜公害保健センター 健康福祉局

108 かわさき健康づくりセンター運営
費補助金 172,128 (財)川崎市保健衛生事業団 健康福祉局

109 医療機関設備(Ｘ線画像診断)整備
費補助金 1,657 (社)川崎市医師会 健康福祉局

110 一日看護体験協力病院補助金 920 (社)川崎市病院協会 健康福祉局

111 ｢看護の日｣医師会補助金 215 (社)川崎市医師会 健康福祉局

112 ｢看護の日｣事業補助金 500 かながわ看護フェスティバル中央実行
委員会 健康福祉局

113 病院内保育事業運営費補助金 12,051 病院内保育所の設置者
（9施設） 健康福祉局

114 看護師養成所運営費補助金 2,945
看護師養成所の設置者
（3施設） 健康福祉局
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(千円)
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115 ナーシングセンター運営費補助金 11,171 (社)川崎市看護協会 健康福祉局

116 川崎市看護師養成確保事業団運営
費補助金 67,546 (財)川崎市看護師養成確保事業団 健康福祉局

117 看護協会災害時医療救護活動事業
補助金 180 (社)川崎市看護協会 健康福祉局

118 救急医療等設備整備事業補助金 17,544 (社)川崎市病院協会 健康福祉局

119 救急災害用医薬品等備蓄事業補助
金 5,846 (社)川崎市病院協会 健康福祉局

120 川崎市遺族連合会補助金 1,097 川崎市遺族連合会 健康福祉局

121 川崎市保護観察協会補助金 245 川崎市保護観察協会 健康福祉局

122 川崎市更生保護女性連絡協議会補
助金 101 川崎市更生保護女性連絡協議会 健康福祉局

123 川崎自立会補助金 1,920 更生保護法人川崎自立会 健康福祉局

124 ホームレス自立支援市民事業助成
金 9,000 市民団体等 健康福祉局

125 民間救護施設振興費補助金 66,579 (福)川崎聖風福祉会 健康福祉局

126 民間救護施設整備費補助金 27,600 (福)川崎聖風福祉会 健康福祉局

127 要保護世帯向け長期生活支援資金
貸付制度補助金 20,283 (福)神奈川県社会福祉協議会 健康福祉局

128 民間老人福祉施設振興費補助金 541,124 社会福祉法人 健康福祉局

129 在宅寝たきり老人歯科診療事業補
助金 32,385 (社)川崎市歯科医師会 健康福祉局

130 認知症相談･啓発事業補助金 150 (社）認知症の人と家族の会神奈川県
支部 健康福祉局

131 ふれあい活動支援事業補助金 23,512 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

132 川崎市老人クラブ活動育成費補助
金 73,475 (財)川崎市老人クラブ連合会 健康福祉局

133 高齢者無料職業紹介所運営費補助
金 6,231 (財)川崎市シルバー人材センター 健康福祉局
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134 高齢者外出支援乗車事業費補助金 1,320,824 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

135 民間老人いこいの家運営費補助金 700 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

136 川崎市老人集会所補助金 96 老人クラブ等 健康福祉局

137 川崎市シルバー人材センター運営
費補助金 69,968 (財)川崎市シルバー人材センター 健康福祉局

138 地域介護・福祉空間推進交付金事
業費補助金 45,000 社会福祉法人等 健康福祉局

139 民間特別養護老人ホーム等整備費
補助金 283,500 社会福祉法人 健康福祉局

140 民間介護老人保健施設整備費補助
金 187,500 医療法人等 健康福祉局

141 川崎市老人福祉施設事業協会運営
費補助金 13,174 川崎市老人福祉施設事業協会 健康福祉局

142 あんしんセンター運営費補助金 108,549 (福)川崎市社会福祉協議会 健康福祉局

143 障害者ショートステイ事業運営費
補助金 50,105 (福)ともかわさき 健康福祉局

144 知的障害者グループホーム運営費
補助金 111,860 社会福祉法人等 健康福祉局

145 精神障害者グループホーム運営費
補助金 37,656 社会福祉法人等 健康福祉局

146 民間障害（児）者施設運営費補助
金（身体障害者施設分） 20,583 社会福祉法人等 健康福祉局

147 民間障害（児）者施設運営費補助
金（知的障害者施設分） 137,774 社会福祉法人等 健康福祉局

148 民間障害（児）者施設運営費補助
金（法人事務局運営費） 11,429 (福)育桜福祉会 健康福祉局

149 民間障害（児）者施設運営費補助
金（旧デイサービス分） 13,042 社会福祉法人 健康福祉局

150 民間障害（児）者施設等運営費補
助金（施設整備費） 61,635 (福)ともかわさき 健康福祉局

151 障害者地域就労援助センター運営
費補助金 51,028 (財)神奈川県児童医療福祉財団

(福)電機神奈川福祉センター 健康福祉局

152 障害者ふれあいショップ運営費補
助金 18,020 (財)川崎市心身障害者地域福祉協会

(福)育桜福祉会 健康福祉局
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153 心身障害者歯科治療事業費補助金 42,016 (社)川崎市歯科医師会 健康福祉局

154 精神障害者地域生活支援センター
(A型)事業運営費補助金 97,400 精神障害者地域生活支援センターを運

営する社会福祉法人 健康福祉局

155 福祉キャブ運行事業費補助金 45,481 (財)川崎市身体障害者協会 健康福祉局

156 障害者地域活動支援センター運営
費等補助金 616,650 障害者地域生活支援センターを運営す

る法人 健康福祉局

157 障害者地域作業所運営費等補助金 82,215 運営団体等 健康福祉局

158 精神障害者地域作業所運営費等補
助金 47,694 精神障害者地域作業所設置者 健康福祉局

159 身体障害者住宅資金融資利子補給
金 1,616 身体障害者またはその障害者と１年以

上同居している方 健康福祉局

160 障害者レスパイト事業費補助金 4,080 運営団体等 健康福祉局

161 川崎市身体障害者協会運営費補助
金 8,620 (財)川崎市身体障害者協会 健康福祉局

162 川崎市心身障害者地域福祉協会運
営費補助金 7,621 (財)川崎市心身障害者地域福祉協会 健康福祉局

163 川崎市傷痍軍人会運営費補助金 475 川崎市傷痍軍人会 健康福祉局

164 神奈川県知的障害者スポーツ振興
協議会事業費補助金 285 神奈川県障害者スポーツ振興協議会 健康福祉局

165 川崎市聴覚障害者親の会運営費補
助金 190 川崎聴覚障害者親の会 健康福祉局

166 神奈川県知的障害施設団体連合会
運営費補助金 30 神奈川県知的障害施設団体連合会 健康福祉局

167 神奈川県重症心身障害児協議会運
営費補助金 70 神奈川県重症心身障害児協議会 健康福祉局

168 川崎市障害者関係施設事業協会運
営費等補助金 4,468 川崎市障害者関係施設事業協会 健康福祉局

169 川崎市社会福祉事業団運営費補助
金 107,094 (福)川崎市社会福祉事業団 健康福祉局

170 精神科緊急医療施設運営費補助金 29,533 民間精神科基幹病院 健康福祉局

171 民間基幹病院運営費補助金 7,180 民間精神科基幹病院 健康福祉局
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172 精神科救急合併症病床運営費補助
金 3,859 民間精神科基幹病院 健康福祉局

173 心身障害者福祉事業基金補助金 2,183 障害者団体等 健康福祉局

174 障害者就労訓練設備等整備費補助
金 6,000 障害者授産施設設置者等 健康福祉局

175 障害者自立支援対策臨時特例交付
金特別対策事業費補助金 88,153 社会福祉法人等 健康福祉局

176 結核健康診断補助金 5,017 各私立学校及び高齢者・障害者等の施
設 健康福祉局

177 難病治療研究センター運営費補助
金 5,500 (学)聖マリアンナ医科大学 健康福祉局

178 災害用井戸手動ポンプ等設置補助
金 90 災害用選定井戸設置者 健康福祉局

179 飼いねこの不妊去勢手術補助金 2,000 不妊去勢手術を行うねこの飼い主 健康福祉局

180 救急告示医療機関補助金 71,094 川崎市救急告示医療機関協会 健康福祉局

181 病院群輪番制運営費補助金(一般
分) 50,439 (社)川崎市病院協会 健康福祉局

182 病院群輪番制運営費補助金(小児
科) 94,213 (社)川崎市病院協会 健康福祉局

183 救命救急センター運営費補助金 70,310 (学)聖マリアンナ医科大学 健康福祉局

184 救命救急センター医療設備整備事
業補助金 42,700 (学)聖マリアンナ医科大学 健康福祉局

185 夜間救命救急医療設備整備事業補
助金 27,078 (学)聖マリアンナ医科大学 健康福祉局

186 歯科休日診療所運営費補助金 9,114 (社)川崎市歯科医師会 健康福祉局

187 歯科保健センター運営費補助金 15,115 (社)川崎市歯科医師会 健康福祉局

188 救急医療機関外国人医療費対策事
業補助金 4,142 医療機関 健康福祉局

189 新生児集中治療管理室運営費補助
金 30,000 (学)聖マリアンナ医科大学 健康福祉局

190 空気清浄機購入補助金 152 公害病被認定者 健康福祉局
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191 医療機器整備助成事業補助金 3,098 地域医療の基幹をなす公的病院等 健康福祉局

192 看護短期大学研究関係補助金 19,900 看護短期大学教員及び助手 健康福祉局

193 住宅用太陽光発電設備設置補助金 18,000 自宅に太陽光発電設備を設置する市民 環境局

194 緑化推進事業補助金 111,765 (財)川崎市公園緑地協会 環境局

195 公害防止資金融資制度利子補給金 1,935 市内中小企業者 環境局

196 ディーゼル車対策事業助成金 60,965 車の使用の本拠地が市内の者 環境局

197 エコドライブ支援装置装着促進事
業助成金 1,500 車の使用の本拠地が市内の者 環境局

198 生ごみ処理機等購入費助成金 10,680 生ごみ処理機設置者 環境局

199 川崎市廃棄物減量指導員市連絡協
議会助成金 288 川崎市廃棄物減量指導員市連絡協議会 環境局

200 川崎市廃棄物減量指導員区連絡協
議会助成金 1,536 各区廃棄物減量指導員連絡協議会 環境局

201 資源集団回収事業連絡協議会助成
金 180 川崎市資源集団回収事業連絡協議会 環境局

202 リサイクル活動等推進支援事業補
助金 500 市内事業者団体等 環境局

203 川崎市リサイクル環境公社補助金 32,078 (財)川崎市リサイクル環境公社 環境局

204 浄化槽設置資金助成金 32 浄化槽設置者 環境局

205 Ｂｕｙかわさき出品者協議会育成
事業補助金 185 川崎商工会議所 経済労働局

206 中小企業団体等共同施設補助金 16,230 事業協同組合、法人、商店街振興組合
又は任意の商店街団体等 経済労働局

207 生活コア商業活性化支援事業補助
金 25,456 商店街団体、商業者団体、地区商店街

連合会 経済労働局

208 川崎市商店街連合会補助金 7,000 (社)川崎市商店街連合会 経済労働局

209 公衆浴場経営安定等補助金 35,230 川崎浴場組合連合会 経済労働局

－13－



補助・助成金一覧表 (平成20年度予算)

金　額

(千円)

交　　付　　先 所 管 局補 助 金 の 名 称№

210 私のイチ押し地元店コンクール補
助金 200 (社)川崎市商店街連合会 経済労働局

211 商店街空き店舗総合活用事業補助
金 4,362 商店街団体、社会福祉法人、

ＮＰＯ法人、選考商業者等 経済労働局

212 川崎駅周辺市街地活性化事業補助
金 2,361 (財)川崎市産業振興財団 経済労働局

213 川崎駅東口商業活性化事業補助金 6,400 川崎駅東口商業活性化事業実施団体 経済労働局

214 商店街若手リーダー育成事業補助
金 400 川崎商工会議所 経済労働局

215 川崎市観光協会連合会補助金 7,293 川崎市観光協会連合会 経済労働局

216 川崎薪能補助金 614 川崎市能楽謡曲連合会 経済労働局

217 川崎市観光協会連合会補助金（産
業観光振興） 2,821 川崎市観光協会連合会 経済労働局

218 観光・集客情報提供事業補助金 3,684 川崎市観光協会連合会 経済労働局

219 川崎発明振興会補助金 90 川崎発明振興会 経済労働局

220 日本溶接技術センター事業補助金 665 (財)日本溶接技術センター 経済労働局

221 川崎工業振興倶楽部補助金 1,950 川崎工業振興倶楽部 経済労働局

222 川崎市工業団体連合会補助金 4,880 川崎市工業団体連合会 経済労働局

223 中小企業団体組織化推進事業補助
金 2,230 神奈川県中小企業団体中央会 経済労働局

224 川崎商工会議所補助金 6,920 川崎商工会議所 経済労働局

225 日本貿易振興機構横浜貿易情報セ
ンター補助金 590 独立行政法人日本貿易振興機構 経済労働局

226 新分野進出等企業支援補助金 3,000 かわさき産業デザインコンペ協賛企業
等 経済労働局

227 先端産業立地促進助成金 5,000 産業立地誘導地区に研究開発施設等を
新増設した企業が共同で設立した団体 経済労働局

228 特定計量器定期検査補助金 8,221 (社)神奈川県計量協会 経済労働局
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229 川崎市計量協会補助金 3,065 川崎市計量協会 経済労働局

230 起業化総合支援事業補助金 10,745 (財)川崎市産業振興財団 経済労働局

231 川崎市産業振興財団運営費補助金 200,963 (財)川崎市産業振興財団 経済労働局

232 川崎市青年工業経営研究会補助金 180 川崎市青年工業経営研究会 経済労働局

233 産学共同研究開発プロジェクト補
助金 26,000 市内中小企業等 経済労働局

234 新技術･新製品開発等支援事業補
助金 7,000 市内中小製造業 経済労働局

235 中小企業支援信用保証料等補助金 227,307 川崎市信用保証協会 経済労働局

236 コミュニティビジネス支援融資補
助金 7,000 中央労働金庫

横浜信用金庫 経済労働局

237 野菜出荷推進対策事業補助金 1,524 セレサ川崎農業協同組合 経済労働局

238 農業機械共同利用促進対策事業補
助金 618 共同利用のための農業機械を整備する

団体等 経済労働局

239 防鳥網設置事業補助金 930 多摩川ナシ生産者 経済労働局

240 農業経営改善資金利子補給事業補
助金 769 生産施設整備資金等の借入農家 経済労働局

241 川崎市園芸協会補助金 9,566 川崎市園芸協会 経済労働局

242 環境保全型農業推進事業補助金
(減農薬農法推進事業補助金) 1,734 市内の農業者で組織された団体 経済労働局

243 川崎市女性農業担い手支援事業補
助金 316 川崎市女性農業担い手の会(あかね会) 経済労働局

244 体験型農園整備事業補助金 900 市内農業者 経済労働局

245 有害鳥獣駆除事業補助金 800 セレサ川崎農業協同組合 経済労働局

246 川崎市畜産協会補助金 542 川崎市畜産協会 経済労働局

247 川崎市養鶏組合補助金 360 川崎市養鶏組合 経済労働局
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248 ニューファーム整備事業補助金
（土地基盤整備事業） 1,200 早野農地団地管理組合 経済労働局

249 農業生産基盤整備事業補助金(事
務事業) 140 セレサ川崎農業協同組合 経済労働局

250 駐留軍離職者無料職業紹介事業補
助金 97 (財)神奈川県駐労福祉センター 経済労働局

251 メーデー補助金 2,160 メーデー川崎地区大会実行委員会 経済労働局

252 川崎市技能職団体研修等補助金 1,758 技能功労者等表彰要綱に定める表彰対
象職種の技能職団体 経済労働局

253 川崎市技能職団体連絡協議会補助
金 3,373 川崎市技能職団体連絡協議会 経済労働局

254 認定職業訓練校補助金 2,924 川崎北部建職職業訓練校
川崎建築高等職業訓練校 経済労働局

255 全川崎美容技術競技大会補助金 110 川崎市美容連絡協議会 経済労働局

256 住宅相談運営委員会補助金 1,152 川崎市住宅相談運営委員会 経済労働局

257 川崎労働者福祉協議会運営費補助
金 7,782 川崎労働者福祉協議会 経済労働局

258 ｢市民と働く者のフェスタ｣事業費
補助金 2,180 市民と働く者のフェスタ実行委員会 経済労働局

259 道路手続未了地域測量費用助成金 23,422 私道を市道に移管するために必要とな
る測量区域内の土地所有者 建設局

260 私道舗装助成金 40,221 私道の舗装新設工事、舗装補修工事又
は階段補修工事を行う者 建設局

261 神奈川港湾教育訓練協会補助金 324 (社)神奈川港湾教育訓練協会 港湾局

262 川崎港振興協会補助金 34,961 (社)川崎港振興協会 港湾局

263 民営鉄道駅舎エレベーター等設置
補助金 116,662 民営鉄道事業者

まちづくり
局

264 ノンステップバス導入促進補助金 13,244 民営バス事業者
まちづくり
局

265 公共交通移動円滑化設備整備費補
助金 6,600 民営バス事業者

まちづくり
局

266 民営バス運行情報システム導入補
助金 15,144 民営バス事業者

まちづくり
局
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267 川崎市優良建築物等整備事業補助
金 856,980 川崎市優良建築物等整備事業制度要綱

に基づき事業を施行する者
まちづくり
局

268 川崎市民間建築物吹付けアスベス
ト対策事業補助金 7,400

川崎市民間建築物吹付けアスベスト対
策事業制度要綱に基づき事業を施行す
る者

まちづくり
局

269 密集住宅市街地整備促進事業補助
金 9,000

密集住宅市街地整備促進事業補助金交
付要綱ほか各要綱に基づき事業を施行
する者

まちづくり
局

270 鹿島田駅西地区市街地再開発事業
補助金 276,000 鹿島田駅西部地区再開発株式会社

まちづくり
局

271 武蔵小杉駅南口地区西街区市街地
再開発事業補助金 68,000 武蔵小杉駅南口地区西街区市街地再開

発組合
まちづくり
局

272 武蔵小杉駅南口地区東街区市街地
再開発事業補助金 980,800 武蔵小杉駅南口地区東街区市街地再開

発準備組合
まちづくり
局

273 小杉町３丁目中央地区市街地再開
発事業補助金 160,000 小杉町３丁目中央地区市街地再開発準

備組合
まちづくり
局

274 羽田空港アクセス推進事業補助金 17,760 蒲田開発事業株式会社
まちづくり
局

275 小杉駅周辺地区住宅市街地総合整
備事業補助金 1,360,000

JR横須賀線武蔵小杉新駅設置に伴う駅
施設整備に対し費用を負担する民間住
宅事業者

まちづくり
局

276 新川崎・創造のもり管理運営事業
補助金 100,267 (財)川崎市まちづくり公社

まちづくり
局

277 Ｋ２タウンキャンパス研究環境整
備補助金 2,416 (財)川崎市まちづくり公社

まちづくり
局

278 川崎駅周辺総合整備事業費補助金 210,000 京浜急行電鉄株式会社
まちづくり
局

279 川崎市狭あい道路拡幅整備助成金 890 狭あい道路拡幅整備要綱第９条該当者
まちづくり
局

280 特定建築物耐震改修等事業助成金 57,500 特定建築物所有者
まちづくり
局

281 木造住宅耐震改修助成金 42,000 昭和56年5月31日以前に工事着手した
戸建木造住宅所有者

まちづくり
局

282 特定優良賃貸住宅管理費助成金 40,488 川崎市住宅供給公社
まちづくり
局

283 特定優良賃貸住宅情報提供事業費
補助金 160 川崎市住宅供給公社

まちづくり
局

284 特定優良賃貸住宅家賃助成金 616,596 特定優良賃貸住宅認定事業者
まちづくり
局

285 高齢者向け優良賃貸住宅家賃助成
金 60,925 高齢者向け優良賃貸住宅認定事業者

まちづくり
局
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286 住宅・マンション管理相談等情報
提供事業費補助金 6,660 (財)川崎市まちづくり公社

まちづくり
局

287 マンション共用廊下等段差解消改
修工事費用助成金 5,000 分譲マンション管理組合

まちづくり
局

288 子育て等あんしんマンション設置
費用助成金 3,000 子育て等あんしんマンション認定事業

者
まちづくり
局

289 住宅性能評価書取得実務助成金 600
川崎市住宅性能評価推奨等級を満たす
戸建住宅を建設する市内中小住宅生産
者等

まちづくり
局

290 住宅性能表示制度講習会等実施助
成金 200 住宅性能表示制度普及に資する講習会

等を実施するＮＰＯ等の団体
まちづくり
局

291 居住支援制度保証履行費用補助金 1,000 居住支援制度取扱保証会社
まちづくり
局

292 居住支援制度賃貸人費用補助金 400 居住支援制度協力賃貸人
まちづくり
局

293 マンション耐震診断費用助成金 12,000 分譲マンション管理組合
まちづくり
局

294 マンション耐震改修工事等費用助
成金 8,000 分譲マンション管理組合

まちづくり
局

295 緊急構造計算書偽装問題対策事業
助成金（建替え等事業費補助） 123,811

構造計算書の偽装分譲マンションにお
いてマンション建替え円滑化法の事業
認可を受けた個人施行者

まちづくり
局

296 緊急構造計算書偽装問題対策事業
助成金（耐震改修助成） 42,500 耐震偽装分譲マンションの管理組合法

人（グランドステージ江川）
まちづくり
局

297 緊急構造計算書偽装問題対策事業
助成金（家賃等） 35,042 構造計算書の偽装により、構造耐力が

不足した分譲マンションの居住者
まちづくり
局

298
緊急構造計算書偽装問題対策事業
助成金（利子負担相当額軽減補
助）

54,680
構造計算書の偽装により、構造耐力が
著しく不足した分譲マンションの居住
者

まちづくり
局

299 川崎市防犯灯電気料･補修費補助
金 361,570 町内会、自治会、商店会等の防犯灯維

持管理団体
市民・こど
も局

300 川崎市防犯灯設置補助金 8,540 市内防犯協会
市民・こど
も局

301 川崎市防犯協会連合会補助金 3,474 川崎市防犯協会連合会
市民・こど
も局

302 川崎市全町内会連合会補助金 18,223 川崎市全町内会連合会
市民・こど
も局

303 川崎市町内会･自治会会館建設資
金補助金(利子補給) 4,802 町内会･自治会館建設資金融資制度を

利用している町内会･自治会等
市民・こど
も局

304 川崎市美化運動実施事業補助金 1,425 川崎市美化運動実施各区支部
市民・こど
も局
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305 コミュニティ助成事業助成金 3,000 地域住民のコミュニティ組織
市民・こど
も局

306 幸区民祭補助金 513 幸区区民祭実行委員会 総合企画局

307 中原区民祭補助金 513 中原区区民祭実行委員会 総合企画局

308 高津区民祭補助金 513 高津区区民祭実行委員会 総合企画局

309 宮前区地域交通促進事業補助金 2,598 県営野川南台団地自治会 総合企画局

310 宮前区民祭補助金 513 宮前区区民祭実行委員会 総合企画局

311 多摩区民祭補助金 513 多摩区区民祭実行委員会 総合企画局

312 （仮称）しんゆり・芸術のまち推
進協議会補助金 7,768 （仮称）しんゆり・芸術のまち推進協

議会 総合企画局

313 麻生区民祭補助金 513 麻生区区民祭実行委員会 総合企画局

314 麻生区市民活動支援施設運営費補
助金 7,750 あさお市民活動サポートセンター 総合企画局

315 川崎市防火協会連合会補助金 800 川崎市防火協会連合会 消防局

316 消防団補助金 9,168 消防団 消防局

317 消防団操法大会等運営費補助金 1,411 消防団 消防局

318 川崎市立学校教職員互助会補助金 103,617 (財)川崎市立学校教職員互助会
教育委員会
事務局

319 第４５回神奈川県小学校教育研究
会中央研究大会川崎大会 300 川崎市小学校教育研究会

教育委員会
事務局

320 第４８回十四大都市中学校国語教
育研究協議会川崎大会 170 川崎市立中学校教育研究会国語部会

教育委員会
事務局

321
第３１回神奈川県公立中学校教育
研究会社会科部会研究大会川崎大
会

300 神奈川県公立中学校教育研究会社会科
部会

教育委員会
事務局

322 川崎市立高等学校合同芸術祭補助
金 160 川崎市立高等学校合同芸術祭実行委員

会
教育委員会
事務局

323 川崎市学校視聴覚教育研究協議会
補助金 115 川崎市学校視聴覚教育研究協議会

教育委員会
事務局
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324 川崎市立校長会等補助金 9,029 川崎市立小学校長会等
教育委員会
事務局

325 川崎地区高等学校体育連盟補助金 244 川崎地区高等学校体育連盟
教育委員会
事務局

326 中学校高等学校対外競技参加派遣
補助金 12,100 川崎市中学校高等学校スポーツ活動推

進協議会
教育委員会
事務局

327 中学校部活動補助金 4,860 川崎市中学校高等学校スポーツ活動推
進協議会

教育委員会
事務局

328 川崎市内高等学校定時制教育振興
会補助金 179 川崎市内高等学校定時制教育振興会

教育委員会
事務局

329 神奈川県定通教育振興会補助金 150 神奈川県高等学校定通教育振興会
教育委員会
事務局

330 川崎市高等学校奨学金 43,225 奨学生（高等学校生徒）
教育委員会
事務局

331 川崎市生涯学習財団補助金 397,519 (財)川崎市生涯学習財団
教育委員会
事務局

332 川崎市ＰＴＡ連絡協議会活動補助
金 3,552 川崎市ＰＴＡ連絡協議会

教育委員会
事務局

333 神奈川県下市立高等学校ＰＴＡ連
絡協議会補助金 50 神奈川県下市立高等学校ＰＴＡ連絡協

議会
教育委員会
事務局

334 川崎市地域女性連絡協議会活動補
助金 600 川崎市地域女性連絡協議会

教育委員会
事務局

335 川崎市域博物館等連絡会補助金 110 川崎市域博物館等連絡会
教育委員会
事務局

336 市指定文化財保存修理等補助金 6,819 指定文化財所有者
教育委員会
事務局

337 無形民俗文化財保存育成補助金 1,621 指定郷土芸能保存団体
川崎市民俗芸能保存協会

教育委員会
事務局

338 日本宇宙少年団川崎分団補助金 170 日本宇宙少年団川崎分団
教育委員会
事務局

339 川崎市レクリエーション連盟補助
金 411 川崎市レクリエーション連盟

教育委員会
事務局

340 川崎市体育協会補助金 11,222 (財)川崎市体育協会
教育委員会
事務局

341 川崎市学校保健会補助金 2,089 川崎市学校保健会
教育委員会
事務局

342 川崎市学校給食会補助金 54,689 (財)川崎市学校給食会
教育委員会
事務局
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343 川崎市中央卸売市場北部市場協会
補助金 315 川崎市中央卸売市場北部市場協会 経済労働局

344 地方卸売市場南部市場振興会補助
金 793 地方卸売市場南部市場振興会 経済労働局

345 国保組合補助金 14,091 国保組合 健康福祉局

346 川崎・横浜公害保健センター運営
費補助金 19,447 (財)川崎・横浜公害保健センター 健康福祉局

347 わたしの町のすこやか活動支援事
業補助金 18,000 各地域推進委員会 健康福祉局

20,026,856合　　　　計
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