
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

　　土　木　・　下　水
柏交通安全協会補助金 柏交通安全協会                                               1,215,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 あかね町町会                                                 506,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 あけぼの町会                                                 233,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 しいの木台区                                                 1,045,400 交通施設課
防犯灯設置費補助金 ひばりが丘町会                                               300,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 わらびケ丘町会                                               60,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 旭町七・八丁目町会                                           100,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 旭町町会                                                     1,180,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 伊勢原町会                                                   147,500 交通施設課
防犯灯設置費補助金 羽黒台町会                                                   40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 栄町町会                                                     420,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 永楽台町会                                                   800,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 加賀町会                                                     1,099,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 花野井町会                                                   1,079,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 刈込町会                                                     460,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 関場町町会                                                   399,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 亀甲台町会                                                   453,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 吉野町会                                                     140,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 逆井町会                                                     286,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 逆井藤ノ台町会                                               140,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 逆井南町会                                                   218,295 交通施設課
防犯灯設置費補助金 宮前町会                                                     20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 金山区                                                       40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 呼塚町会                                                     399,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 光ヶ丘中部町会                                               120,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 光ヶ丘東部町会                                               20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 向山町会                                                     99,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 荒屋敷町会                                                   100,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 香取台町会                                                   340,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 高野台町会                                                   600,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 高柳区                                                       2,018,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 今谷上町町会                                                 260,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 根戸上町会                                                   20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 桜台町会                                                     20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 山高野町会                                                   100,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 寺山町会                                                     120,000 交通施設課
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防犯灯設置費補助金 篠籠田町会                                                   540,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 若白毛区                                                     400,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 手賀の杜自治会                                               20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 酒井根町会                                                   733,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 寿町会                                                       120,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 十余二緑町町会                                               20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 宿連寺町会                                                   40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松ヶ丘町会                                                   95,700 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松ヶ崎町会                                                   93,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉三丁目町会                                               80,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉町一丁目第一町会                                         31,310 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉町五丁目第三町会                                         20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉町七丁目町会                                             1,180,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉町二丁目町会                                             88,725 交通施設課
防犯灯設置費補助金 松葉町六丁目町会                                             53,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新あかね町会                                                 240,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新栄町町会                                                   40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新屋敷町会                                                   200,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新若柴町会                                                   20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新青田町会                                                   172,250 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新柏三丁目第一自治会                                         160,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 新富町町会                                                   260,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 西原第五町会                                                 50,925 交通施設課
防犯灯設置費補助金 西原第六町会                                                 51,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 西原町会                                                     60,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 西山町会                                                     180,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 西柏台第二町会                                               280,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 千代田町会                                                   1,200,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 泉区                                                         20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 泉町町会                                                     160,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 船戸町会                                                     1,444,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 前原町会                                                     273,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 増尾町会                                                     640,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大井区                                                       120,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大青田町会                                                   120,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大津ケ丘３丁目町会                                           438,900 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大津ケ丘一丁目町会                                           59,850 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大津ケ丘四丁目町会                                           531,750 交通施設課
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防犯灯設置費補助金 大津ケ丘二丁目町会                                           199,500 交通施設課
防犯灯設置費補助金 大島田区                                                     153,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 中ノ牧自治会                                                 640,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 中原町会                                                     280,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 中新宿町会                                                   560,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 中野台町会                                                   40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 通一丁目町会                                                 420,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 塚崎区                                                       159,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 土谷津町会                                                   40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東花野井団地町会                                             200,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東三丁目町会                                                 20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東山町会                                                     420,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東十余二町会                                                 540,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東台町会                                                     33,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東中新宿町会                                                 673,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 東豊住町会                                                   459,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 桃山町会                                                     80,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 藤ケ谷区                                                     80,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 藤心第一町会                                                 20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 藤心第三町会                                                 40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 藤心第二町会                                                 20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 南ヶ丘自治会                                                 40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 南増尾桜ヶ丘町会                                             300,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 南増尾町会                                                   1,200,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 南柏町会                                                     55,650 交通施設課
防犯灯設置費補助金 日立台町会                                                   100,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏の葉一丁目自治会                                           20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏ビレジ自治会                                               713,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏楽園町会                                                   633,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市つくしが丘町会                                           140,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市向原町会                                                 80,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市根戸中町会                                               160,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市若柴町会                                                 360,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市小新山町会                                               440,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市常盤台町会                                               300,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市西原第四町会                                             47,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市西町町会                                                 340,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市南江戸川台町会                                           260,000 交通施設課
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防犯灯設置費補助金 柏市八幡町会                                                 520,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏市豊上町町会                                               240,900 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柏住宅自治会                                                 140,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 白鷺町会                                                     200,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 富士見町町会                                                 93,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 富里町会                                                     100,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 布施新田町会                                                 298,389 交通施設課
防犯灯設置費補助金 豊町東町会                                                   1,000,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 北柏町会                                                     180,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 末広町会                                                     60,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 箕輪区                                                       320,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 名戸ヶ谷町会                                                 600,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 弥生町会                                                     20,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 柳戸区                                                       33,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 葉山町会                                                     40,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 利根町会                                                     60,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 緑ヶ丘町会                                                   460,000 交通施設課
防犯灯設置費補助金 鷲野谷区                                                     306,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ＪＲ向原自治会                                               137,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 あかね町町会                                                 223,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 あけぼの町会                                                 730,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 あざみ町会                                                   18,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 かやの町会                                                   127,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 しいの木台区                                                 694,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 つばめ自治会                                                 179,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ひばりが丘町会                                               322,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 めじろ台町会                                                 143,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 わらびケ丘町会                                               83,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 エステート荒工山自治会                                       23,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ガーデンヒルズ自治会                                         18,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 グリーンタウン光ヶ丘団地管理組合法人                         31,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 グリーンハウス南柏自治会                                     10,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 コープタウン北柏自治会                                       41,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 サルビア会                                                   44,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 サンパセオ新柏自治会                                         54,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 サンライフ柏台町会                                           36,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 セレーノ５８町会                                             15,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ファミールハイツ逆井自治会                                   5,200 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 フェアフィールド常盤平町会                                   88,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ホームタウン増尾住宅管理組合                                 23,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 ミックスガーデン自治会戸建班                                 13,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 メイツ柏自治会                                               2,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 旭町七・八丁目町会                                           137,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 旭町町会                                                     1,547,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 伊勢原町会                                                   377,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 羽黒台町会                                                   626,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 栄町町会                                                     218,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 永楽台町会                                                   946,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 下町会                                                       163,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 加賀町会                                                     881,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 花山町会                                                     270,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 花野井町会                                                   956,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 刈込町会                                                     288,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 関場町会                                                     286,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 岩井区                                                       137,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 亀甲台町会                                                   429,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 吉野町会                                                     98,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 逆井仲町町会                                                 338,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 逆井町会                                                     1,515,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 逆井藤ノ台町会                                               296,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 逆井南町会                                                   426,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 逆井北町会                                                   109,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 宮前町会                                                     221,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 金山区                                                       119,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 熊野台町会                                                   80,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 元町町会                                                     15,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 古谷町会                                                     150,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 呼塚町会                                                     486,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 戸張町会                                                     556,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 五條谷区                                                     221,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 光ヶ丘第２エステート町会                                     65,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 光ヶ丘団地自治会                                             96,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 光ヶ丘中部町会                                               304,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 光ヶ丘東部町会                                               158,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 向山町会                                                     119,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 幸町町会                                                     46,800 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 荒屋敷町会                                                   106,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 香取台町会                                                   306,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 高田町会                                                     624,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 高野台町会                                                   631,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 高柳区                                                       2,233,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 今泉台町会                                                   98,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 今谷上町町会                                                 923,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 今谷南町会                                                   83,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 根戸グリーンタウン自治会                                     75,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 根戸下町会                                                   88,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 根戸上町会                                                   210,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 桜台町会                                                     228,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 三愛町会                                                     65,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 三井柏自治会                                                 189,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 三区二丁目町会                                               104,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 山高野町会                                                   241,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 四季原町会                                                   200,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 寺山町会                                                     140,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 篠籠田町会                                                   1,357,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 若柴入谷津町会                                               153,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 若白毛区                                                     249,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 手賀の杜自治会                                               530,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 手賀区                                                       325,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 酒井根四季美自治会                                           28,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 酒井根町会                                                   1,242,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 酒井根東町会                                                 390,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 寿町会                                                       452,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 十余二緑町町会                                               265,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 宿連寺町会                                                   546,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 小青田町会                                                   145,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松の井町会                                                   163,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松ヶ丘町会                                                   449,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松ヶ崎町会                                                   1,034,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松野台自治会                                                 405,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉三丁目町会                                               267,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町一丁目第一自治会                                       49,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町一丁目第一町会                                         195,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町五丁目第一自治会                                       135,200 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 松葉町五丁目第三町会                                         26,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町四丁目第二町会                                         106,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町七丁目町会                                             343,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町二丁目町会                                             174,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 松葉町六丁目町会                                             410,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新あかね町会                                                 187,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新栄町町会                                                   743,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新屋敷町会                                                   104,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新若柴町会                                                   83,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新青田町会                                                   429,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新柏三丁目第一自治会                                         156,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新柏二丁目第一自治会                                         83,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新柏二丁目第二自治会                                         88,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新富町町会                                                   1,359,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 新並木町会                                                   143,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 正連寺町会                                                   91,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西原第五町会                                                 236,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西原第六町会                                                 127,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西原町会                                                     507,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西山町会                                                     540,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西柏台第二町会                                               239,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 西柏台明光町会                                               184,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 千代田橋町会                                                 46,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 千代田町会                                                   696,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 泉区                                                         418,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 泉町町会                                                     148,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 船戸町会                                                     457,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 前原町会                                                     382,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 増尾町会                                                     1,986,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 増尾東映自治会                                               143,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 増尾東映第二自治会                                           156,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大井区                                                       975,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大室町会                                                     535,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大青田町会                                                   436,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘３丁目町会                                           319,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘一丁目町会                                           431,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘四丁目町会                                           348,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘第一住宅管理組合                                     88,400 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘第五住宅管理組合                                     54,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘第三住宅管理組合                                     137,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘第二団地                                             49,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ケ丘団地                                           78,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大津ヶ丘二丁目町会                                           286,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大塚町会                                                     182,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 大島田区                                                     452,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 第一住宅増尾団地自治会                                       317,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中ノ牧自治会                                                 270,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中花崎町会                                                   153,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中原２丁目８番地区防犯灯管理組合                             7,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中原町会                                                     780,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中新宿町会                                                   722,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 中野台町会                                                   195,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 仲町会                                                       130,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 通一丁目町会                                                 132,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 塚崎区                                                       813,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 塚崎二丁目自治会                                             156,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 土谷津町会                                                   215,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東一丁目第二町会                                             70,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東一丁目町会                                                 78,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東花野井団地町会                                             228,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東三丁目町会                                                 174,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東十余二町会                                                 621,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東台町会                                                     579,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東中新宿町会                                                 1,027,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東町会                                                       70,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東二丁目町会                                                 174,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東柏町会                                                     119,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東武なかはら団地自治会                                       31,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 東豊住町会                                                   475,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 桃山町会                                                     93,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤ケ谷区                                                     912,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤ケ谷新田区                                                 226,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤心グリーン団地町会                                         78,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤心第一町会                                                 720,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤心第三町会                                                 296,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤心第四町会                                                 41,600 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 藤心第二町会                                                 205,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 藤心葉貫台町会                                               210,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 南ヶ丘自治会                                                 215,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 南逆井協栄町会                                               135,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 南増尾町会                                                   1,588,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 南柏第一住宅自治会                                           111,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 南柏町会                                                     150,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 日東住宅自治会                                               101,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 日立台町会                                                   85,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 梅林町会                                                     452,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 萩の台町会                                                   301,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏の葉一丁目自治会                                           130,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏の葉三丁目町会                                             200,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏の葉二丁目町会                                             366,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏グリーンハイツ自治会                                       52,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏サンハイツ自治会                                           41,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏ハイム自治会                                               7,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏ビレジ自治会                                               1,474,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏ファミールハイツ増尾自治会                                 2,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏楽園町会                                                   709,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市つくしが丘町会                                           1,123,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市向原町会                                                 26,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市根戸中町会                                               299,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市三俣町会                                                 161,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市若柴町会                                                 228,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市小新山町会                                               353,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市松葉町五丁目町会                                         72,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市常盤台町会                                               478,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市西原第四町会                                             834,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市西町町会                                                 353,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市東山町会                                                 491,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市南江戸川台町会                                           158,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市南増尾桜ヶ丘町会                                         153,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市南部町会                                                 117,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市八幡町会                                                 392,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市豊住町会                                                 397,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市豊上町々会                                               421,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏市北柏台町会                                               67,600 交通施設課
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防犯灯等維持費補助金 柏市明原町会                                                 756,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏住宅自治会                                                 96,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏上一丁目町会                                               5,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏上三丁目町会                                               176,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏上二丁目町会                                               18,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏中原県営住宅自治会                                         7,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柏南町会                                                     296,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 白鷺町会                                                     85,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 八ツ原町会                                                   387,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 八幡ハイツ自治会                                             10,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 富士見町町会                                                 553,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 富里町会                                                     551,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 布施新町柏住宅地自治会                                       647,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 布施新田町会                                                 494,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 布瀬区                                                       291,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 片山区                                                       192,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 豊原町会                                                     124,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 豊四季台団地自治会                                           611,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 豊四季町会                                                   871,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 豊町西町会                                                   169,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 豊町東町会                                                   1,328,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 北柏ライフタウン松葉町一丁目第三団地管理組合                 39,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 北柏ライフタウン松葉町一丁目第二団地管理組合                 28,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 北柏ライフタウン松葉町五丁目第二住宅管理組合                 93,600 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 北柏ライフタウン松葉町四丁目第一住宅管理組合                 65,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 北柏町会                                                     793,000 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 末広町会                                                     72,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 箕輪区                                                       231,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 名戸ヶ谷町会                                                 915,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 木戸前町会                                                   57,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 野沢町会                                                     270,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 弥生町会                                                     218,400 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 柳戸区                                                       163,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 葉山町会                                                     239,200 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 利根町会                                                     137,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 緑ヶ丘町会                                                   436,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 鷲野谷区                                                     293,800 交通施設課
防犯灯等維持費補助金 廣池町会                                                     5,200 交通施設課
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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
日本下水道事業団補助金 日本下水道事業団    636,000 下水道整備課
下水道類似施設改修等助成金 個人 391,000 下水道整備課
排水設備修繕事業補助金 柏市管工事協同組合 990,000 下水道維持管理課
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