
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

７款　商工費

 － 182 －

160,660

（諸）（諸）
3,350

61,750

（寄）（寄）

（国）     2目　商工振興費 374,220 408,594 △ 34,374 （国） 148,460148,460

20

200,346（国）     1目　商工総務費 200,366 202,651 △ 2,285 （国） 200,346

   1項　商工費 730,960 731,630 △ 670 240,883 490,077

240,883 490,077 7款　商工費 730,960 731,630 △ 670

款　　項　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
特 定 財 源

千円 千円  千円  千円  千円

本 年 度 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

750　 (1) 創業支援事業費

 － 183 －

７款　商工費

　修繕料 500 3,650　 (1) 女性創業支援事業費

1,08512 役務費 4,750  3. 産業振興対策事業費

　印刷製本費 1,852

　光熱水費 669 3,650  2. 地方創生応援税制事業費

　燃料費 46 3,500　 (6) 広域連携商品販路開拓事業費
　食糧費 66 5,000　 (7) 産学官情報ビジネス推進事業費

200　 (4) 広域連携産業交流事業費
　消耗品費 1,541 9,800　 (5) 広域連携商品開発事業費

4,67411 需用費

旅費 35,000　 (2) 中小企業振興推進プログラム事業費
5,000　 (3) ＩＴ企業立地促進事業費

65,000　 (1) クラウドソーシング推進事業費
3,4789

9,6308 報償費 123,500  1. 地方創生推進交付金事業費

927 公課費

7019 負担金補助及
び交付金

58114 使用料及び賃
借料

　印刷製本費 100

　修繕料 100

10612 役務費

　消耗品費 402

　燃料費 198

　食糧費 8

2909 旅費

80811 需用費

34,8974 共済費

1908 報償費

64,7563 職員手当等 2,054  2. 一般諸経費
2,054　 (1) 一般諸経費

280　 (1) 中小企業振興推進会議委員報酬１４人
98,3792 給料 198,032　 (2) 一般職員

2801 報酬 198,312  1. 人件費

説　　　　　　　　　明

 千円 千円

節

区　　分 金　　額



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

７款　商工費

 － 184 －

款　　項　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
本 年 度 の 財 源 内 訳

一 般 財 源特 定 財 源

千円 千円  千円  千円  千円

　 (3) フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金
1,000

 － 185 －

７款　商工費

8,220 10. 工業振興対策事業費
5,720　 (1) エコノミックガーデニング推進事業費
1,500　 (2) 中小企業販路拡大出展事業費補助金

10,000  9. 企業立地推進事業費
6,000　 (1) 企業立地推進事業費
4,000　 (2) 企業立地促進事業費補助金

7,600　 (1) 中小企業相談所事業費補助金
1,400　 (2) 商工会議所奨励事業費補助金
7,300　 (3) 商工会振興事業費補助金

50　 (8) 短期経営改善資金事務費負担金
500　 (9) 小規模事業者経営改善資金利子補給金

16,300  8. 商工会議所等奨励事業費

3,500　 (5) 小口資金利子補給金
2,000　 (6) 小口資金事務費負担金

500　 (7) 短期経営改善資金利子補給金

2,000　 (2) 設備投資借入資金利子補給金
700　 (3) 創業支援資金信用保証料補給金

1,200　 (4) 小口資金信用保証料補給金

3,000　(11) 地域おこし協力隊活動事業費

150,450  7. 金融対策費
140,000　 (1) 中小企業景気対策特別貸付金

550　 (8) 商店街誘客促進事業費
1,200　 (9) 商店街駐車場閉鎖対策事業費
1,800　(10) 商店街おもてなし環境向上支援事業費補助金

6,000　 (5) 空き店舗等開業支援事業費
1,200　 (6) 空き店舗等短期活用支援事業費

100　 (7) 商店街子育てサロン事業費

1,500　 (2) 買い物支援サービス応援事業費
5,000　 (3) 商店街魅力アップ応援事業費

450　 (4) 起業チャレンジャー支援事業費

21,040  6. 商業振興対策費
140,00021 貸付金 240　 (1) まちゼミサポート事業費

172,93419 負担金補助及 1,530　 (1) 藤枝ブランド戦略事業費
び交付金

2,020　 (1) 農商工連携・６次産業化等推進事業費
10018 備品購入費

1,530  5. 藤枝ブランド戦略事業費

1,000　 (3) 産業財産権取得支援事業費補助金
25,19514 使用料及び賃

借料 2,020  4. 農商工連携・６次産業化等推進事業費

17,12413 委託料 3,000　 (2) 新製品・新技術等開発事業費補助金

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

 千円 千円



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

７款　商工費

 － 186 －

8,000

（諸）（諸）
4,603

（県）（県）
2,500

     3目　観光費 156,374 120,385 35,989 （国） 141,271141,271（国）

款　　項　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
一 般 財 源特 定 財 源

千円 千円  千円  千円  千円

本 年 度 の 財 源 内 訳

 － 187 －

７款　商工費

び交付金 　　　2）藤まつり
　　　3）花火大会

21,000  5. 市民まつり事業費
21,000　 (1) 市民まつり事業費補助金

83,37219 負担金補助及 　　　1）桜まつり

7,00017 公有財産購入
費

4016 原材料費 22,400　 (1) 温泉施設整備事業費
1,850　 (2) 施設マネジメント計画推進事業費

1,278　 (3) 温泉施設維持管理費
20,83215 工事請負費

24,250  4. 観光施設整備事業費

3,33614 使用料及び賃 22,400　 (1) 玉露の里管理運営費
借料 15,800　 (2) 観光施設等維持管理費

5,000　 (1) 中部・志太榛原地域ＤＭＯ事業費
30,19713 委託料

39,478  3. 観光施設等管理費

　修繕料 2,453 5,600　 (8) 地域おこし協力隊活動事業費

2,23212 役務費 5,000  2. 地方創生推進交付金事業費

　印刷製本費 1,476 5,500　 (6) おもてなし強化支援事業費
　光熱水費 1,080 3,000　 (7) まちづくり観光推進事業費

250　 (4) 富士山静岡空港活用観光振興事業費
　消耗品費 954 3,500　 (5) 海外誘客促進事業費

5,96311 需用費

500　 (2) ふじえだ版ＤＭＯ事業費
4,500　 (3) コンベンション等誘致促進事業費

6519 旅費

2,7518 報償費 25,330  1. 観光施策推進事業費
2,480　 (1) 観光情報発信事業費

200　 (2) 県中小企業団体中央会事業費補助金

870　 (1) 一般諸経費

350 15. 各種補助金
150　 (1) 県国際経済振興会事業費補助金

23,520 13. 産学官連携推進センター維持管理経費
23,520　 (1) 産学官連携推進センター維持管理経費

870 14. 一般諸経費

6,250 12. 産業交流事業費
1,550　 (1) 産業交流事業費
4,700　 (2) 産業祭事業費補助金

500　 (2) 県家具工業組合見本市事業費補助金
30　 (3) 県郷土工芸品振興費負担金

1,140　 (4) 椎茸振興協議会事業費補助金

1,770 11. 地場産業振興対策事業費
100　 (1) タンス商工業会郷土工芸品振興事業費補助金

 千円 千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

７款　商工費

 － 188 －

千円 千円  千円

本年度予算額 前年度予算額 比　　較

 千円  千円

特 定 財 源 一 般 財 源
款　　項　　目

本 年 度 の 財 源 内 訳

７款　商工費

830　 (7) 富士山静岡空港関連負担金
1,000　 (8) 全国龍勢サミット開催事業費補助金

 － 189 －

2,428　 (4) 県観光協会等負担金
450　 (5) するが企画観光局負担金

6,000　 (6) 市観光協会機能強化事業費補助金

5,500　 (1) 朝比奈大龍勢イベント事業費補助金
24,500　 (2) 市観光協会事業費補助金

250　 (3) 三市一町広域観光連携協議会負担金

　　　4）もみじまつり

358  6. 一般諸経費
358　 (1) 一般諸経費

40,958  7. 各種負担金及び補助金

節

 千円 千円

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額


