
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

　　経　済　産　業
産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 ㈱Biomaterial in Tokyo 1,010,000 産業政策課
産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 ㈱新領域技術研究所 396,000 産業政策課
新産業創出促進事業補助金 ㈱新領域技術研究所 3,000,000 産業政策課
市場まつり補助金 柏市場まつり実行委員会 1,961,000 市場整備室
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱高島製作所 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱東葛工業 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲昭和トーヨー住器 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 パウダーテック㈱ 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱フッカクローム 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 東京純薬工業㈱ 96,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱丸昭建材 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱シンク・ラボラトリー 132,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱田中製材所 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱大山清運 60,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱清運社 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱小島製作所 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 クリーン管理㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱清水メガネ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 三昌工業㈱ 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲村田会計 19,600 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱リョウゴク 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱岩田印刷 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲今井運送 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱柴田建設 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱緑建 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱大黒工業 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団　創歯会 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱グロー工業 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 後藤電機㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱柏龍堂 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 スワン電器㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲堀工業所 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団　窪谷産婦人科 120,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 千葉電子工業㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 常南梱枹荷役㈱ 180,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲オカデン設備 12,000 商工課
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中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲豊四季不動産 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団　中郷会　新柏クリニック 72,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱二葉科学柏 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱ギケン 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲柏伸銅 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱花園サービス 72,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱アラキ企画 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 青葉物流㈲ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱サンエイテック 96,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 共栄産業㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲西村 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲リス 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 千葉機械工業㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲パーラーナルシマ 28,800 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲佐藤サッシ 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 柏皮膚科 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 日本シャフト製造㈱ 96,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 サクセス㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ナノキャリア㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ベル・エンジニアリング㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ＩＴＳ㈱ 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団　順臣会 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲スターズ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 柏市再生資源事業協業組合 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 東味㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 新柏倉庫㈱ 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 中村リース㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ジェオブルッグジャパン㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 千代田造花㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱豊進舎 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 特定非営利活動法人　グループホーム陽だまり 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱コスモ工業 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 特定非営利活動法人せっけんの街 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱コスモロード 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 湯山ワールド㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱大塚ビジネスサービス 108,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱オンネット・システムズ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱日辰機工 24,000 商工課
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中小企業退職金共済掛金補助金 髙松商事㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱メタックス 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱テクノス 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲一松水産 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱メカ 21,600 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 住溶コーポレーション㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲ハートランド 55,200 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱アクサン計画研究所 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 共栄ビルサービス㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 山本事務所 31,200 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲経営サポートセンター 8,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 特定非営利活動法人　あじさいの会 4,800 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱昭和物産 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人　巻石堂病院 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 あらきだ動物病院 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲西原電子 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱アールリノベーション 60,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲やよいコンサルティング 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲ツリーエイト 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲田添美術鋳造研究所 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱メスコ 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団　杉山眼科医院 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 沼南廃棄物処理協業組合 144,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲神谷菅工 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 三和水研工業㈱ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱マツダ 60,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱三協 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱シンエイ 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲ふぐ茂 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲ジャパンディスプレイセンター 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱ジップ 24,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 東和パーツ㈱ 36,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 安部産業㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 東洋熔接材料㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱アクエスティ 20,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 柏市管工事協同組合 60,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 安達鉄工㈱ 40,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲足達商店 20,000 商工課
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中小企業退職金共済掛金補助金 ロア・ユナイテッド法律事務所 40,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱梅田製作所 40,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 柏ビル管理㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱柏水産 16,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 勝見通信工業㈱ 12,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱木村ガラス 60,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 常南梱枹荷役㈱ 168,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 医療法人社団柏恒会　宗産婦人科病院 20,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 日成設備工業㈱ 48,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱ハマ商会 20,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱柏南自動車教習所 220,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱フジカワ 8,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱プレシーク 80,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈲光城自工 40,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 ㈱ミツワ堂 32,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 柏製氷冷蔵㈱ 84,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 総研フィールド㈱ 40,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 南信重機興業㈱ 72,000 商工課
中小企業退職金共済掛金補助金 個人（３人） 68,000 商工課
シルバー人材センター補助金 社団法人　柏市シルバー人材センター 19,000,000 商工課
柏市職業能力養成講座補助金 職業訓練法人　柏地区共同職業訓練協会 1,700,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 ㈱ＤＮＰテクノポリマー 40,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 東京慈恵会医科大学付属柏病院 280,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 社会福祉法人敬愛会 20,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 住友軽金属工業㈱千葉製作所 140,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 千葉・柏リハビリテーション病院 132,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 アグリナファームジャパン㈱ 280,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 住友生命保険相互会社北千葉支社 108,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 ㈲芳野製作所 180,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 医療法人社団　創明会 36,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 明治安田生命保険相互会社柏支社 60,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 ㈱花園サービス 220,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 ㈱東部給食センター 100,000 商工課
柏市心身障害者雇用促進奨励補助金 ㈱稲葉製作所柏工場 72,000 商工課
柏市認定職業訓練助成事業費補助金 職業訓練法人　柏地区共同職業訓練協会 2,700,000 商工課
松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 松戸公共職業安定所雇用促進協力会 360,000 商工課
柏商工会議所補助金 柏商工会議所 8,730,000 商工課
中小企業活性化補助金 ㈱小島製作所 300,000 商工課
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中小企業活性化補助金 湯山建設㈱ 100,000 商工課
中小企業活性化補助金 ㈲トーカツ保険グループ 300,000 商工課
中小企業活性化補助金 東和パーツ㈱ 300,000 商工課
柏市沼南商工会補助金 柏市沼南商工会 3,744,000 商工課
柏市商店会連合会補助金 柏市商店会連合会 2,916,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏駅前通り商店街振興組合 1,061,000 商工課
街路灯電気料等補助金 商店街振興組合柏二番街商店会 2,041,000 商工課
街路灯電気料等補助金 商店街振興組合豊四季団地名店会 586,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏駅前第一商業協同組合 1,281,000 商工課
街路灯電気料等補助金 協同組合スカイプラザ柏専門店街 7,000 商工課
街路灯電気料等補助金 協同組合ときわ商店会 162,000 商工課
街路灯電気料等補助金 とみせ商業協同組合 245,000 商工課
街路灯電気料等補助金 協同組合光ヶ丘商店会 293,000 商工課
街路灯電気料等補助金 協同組合増尾西口商店会 481,000 商工課
街路灯電気料等補助金 あけぼの商店会 223,000 商工課
街路灯電気料等補助金 あさひ通り商店会 430,000 商工課
街路灯電気料等補助金 東町商店会 255,000 商工課
街路灯電気料等補助金 あづま通り商店会 119,000 商工課
街路灯電気料等補助金 大木戸通り商店会 214,000 商工課
街路灯電気料等補助金 大津ヶ丘中央商店会 118,000 商工課
街路灯電気料等補助金 大塚町商店会 102,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏一小通り商店会 92,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏銀座通り商店会 206,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏市役所通り商店会 157,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏中央商店会 238,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏市本町通り商店会 166,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏南口商店会 237,000 商工課
街路灯電気料等補助金 協栄商店会 260,000 商工課
街路灯電気料等補助金 グリーンタウン光ヶ丘商店会 141,000 商工課
街路灯電気料等補助金 逆井商店会 323,000 商工課
街路灯電気料等補助金 三小通り商店会 242,000 商工課
街路灯電気料等補助金 セントラルパル商店会 822,000 商工課
街路灯電気料等補助金 高柳中央商店会 132,000 商工課
街路灯電気料等補助金 田中商店会 216,000 商工課
街路灯電気料等補助金 長全寺商店会 473,000 商工課
街路灯電気料等補助金 つくしが丘商店会 202,000 商工課
街路灯電気料等補助金 東急柏ビレジ商店会 230,000 商工課
街路灯電気料等補助金 豊四季商店会 455,000 商工課
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街路灯電気料等補助金 豊住商店会 283,000 商工課
街路灯電気料等補助金 西口商店会 397,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏市西口本通り商店会 203,000 商工課
街路灯電気料等補助金 東パル街商店会 284,000 商工課
街路灯電気料等補助金 フラワー商店会 138,000 商工課
街路灯電気料等補助金 増尾共栄商店会 231,000 商工課
街路灯電気料等補助金 松の井通り商店会 44,000 商工課
街路灯電気料等補助金 松葉中央商店会 17,000 商工課
街路灯電気料等補助金 南柏駅通り商店会 296,000 商工課
街路灯電気料等補助金 南柏商店会 263,000 商工課
街路灯電気料等補助金 南柏西口商店会 309,000 商工課
街路灯電気料等補助金 南柏東口商店会 117,000 商工課
街路灯電気料等補助金 南本町商店会 725,000 商工課
街路灯電気料等補助金 豊四季団地名店会 192,000 商工課
街路灯電気料等補助金 十余二工業団地連絡協議会 249,000 商工課
街路灯電気料等補助金 柏市工業団地協同組合 190,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏駅前通り商店街振興組合 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 商店街振興組合柏二番街商店会 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 商店街振興組合豊四季団地名店会 500,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏駅前第一商業協同組合 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 協同組合スカイプラザ柏専門店街 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 協同組合ときわ商店会 480,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 とみせ商業協同組合 509,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 協同組合光ヶ丘商店会 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 協同組合増尾西口商店会 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 松葉町商店会協同組合 1,000,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 あさひ通り商店会 675,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 あづま通り商店会 346,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 大木戸通り商店会 87,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 大津ヶ丘中央商店会 85,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏一小通り商店会 249,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏銀座通り商店会 750,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏南口商店会 750,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 協栄商店会 346,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 グリーンタウン光ヶ丘商店会 391,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 逆井商店会 558,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 セントラルパル商店会 750,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 長全寺商店会 355,000 商工課
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商店街振興共同事業補助金 つくしが丘商店会 265,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 東急柏ビレジ商店会 237,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 豊四季商店会 422,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 西口商店会 750,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 柏市西口本通り商店会 222,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 東パル街商店会 224,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 フラワー商店会 335,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 増尾共栄商店会 210,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 松葉中央商店会 750,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 南柏駅通り商店会 456,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 南柏商店会 476,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 南柏西口商店会 350,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 南柏東口商店会 321,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 南本町商店会 461,000 商工課
商店街振興共同事業補助金 豊四季団地名店会 241,000 商工課
柏市商工団体共同施設設置等補助金 あさひ通り商店会 4,370,000 商工課
柏市商工団体共同施設設置等補助金 増尾西口商店会 456,000 商工課
柏市商工団体共同施設設置等補助金 南柏西口商店会 378,000 商工課
柏市商工団体共同施設設置等補助金 柏一小通り商店会 60,000 商工課
工業祭補助金 柏市工業祭実行委員会 1,215,000 商工課
企業立地促進事業奨励金 ナノテック㈱ 6,270,000 商工課
企業立地促進事業奨励金 マルイ鍍金工業㈱ 2,491,000 商工課
企業立地促進事業奨励金 ナベプロセス㈱ 9,951,000 商工課
中小企業融資資金利子補給補助金 法人・個人　１００９件 74,761,300 商工課
柏市観光協会補助金 柏市観光協会 1,620,000 商工課
手賀沼花火大会補助金 手賀沼花火大会実行委員会 13,500,000 商工課
淡水魚貝類種苗放流事業補助金 我孫子手賀沼漁業協同組合 95,000 農政課
淡水魚貝類種苗放流事業補助金 手賀沼漁業協同組合 631,000 農政課
地域ブランド育成事業補助金 柏ブルーベリー観光果樹組合 760,000 農政課
園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 柏市園芸用廃プラスチック対策協議会 565,500 農政課
環境にやさしい農業推進対策補助金 柏市果樹組合 212,000 農政課
農業振興資金利子補給補助金 東葛ふたば農業協同組合                                       37,362 農政課
農業近代化資金利子補給補助金 柏市農業協同組合                                            40,819 農政課
農業近代化資金利子補給補助金 田中農業協同組合                                             92,494 農政課
農業近代化資金利子補給補助金 東葛ふたば農業協同組合                                       605,703 農政課
農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 株式会社　日本政策金融公庫東京支店   803,788 農政課
農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 東葛ふたば農業協同組合        51,696 農政課
水稲病害虫防除事業補助金 柏市植物防疫協会 8,500,000 農政課

7 / 8 ページ



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
南部市民農園事業補助金 南部地区市民農園営農組合 1,353,000 農政課
農業災害対策利子補給補助金（債務負担支払） 東葛ふたば農業協同組合  81,023 農政課
担い手経営展開支援事業補助金 （有）柏みらい農場 555,000 農政課
担い手経営展開支援事業補助金 個人　（３人） 560,302 農政課
農業生産に必要な土地基盤整備・水資源の確保等に関する事業補助金 古谷殿台畑地かんがい組合 535,000 農政課
水田農業構造改革対策事業補助金 東部営農組合 281,000 農政課
水田農業構造改革対策事業補助金 柏市水田農業推進協議会 6,838,043 農政課
水田農業構造改革対策事業補助金 有限会社　沼南ファーム 1,084,000 農政課
ふるさと体験農園事業補助金 富勢地区ふるさと農園営農組合 8,184,000 農政課
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