
  

藤  監  第 ６８ 号  

平成２７年８月２７日  

 

藤 枝 市 長  北 村 正 平  様 

藤 枝 市 議 会 議 長  植 田 裕 明 様 

 

        藤枝市監査委員  鈴 木 正 和  

                 藤枝市監査委員 西 原 明 美  

 

 

平成２７年度 財政援助団体等監査結果報告（第１回分） 

 

  地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき財政援助団体監査を実施したので、その結果を同

条第９項の規定により次のとおり報告します。 
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平成２７年度 財政援助団体等監査結果報告書  

 

１  監査の種類 

  財政援助団体監査  

 

２ 監 査 の 対 象       

  藤枝商工会議所  

 

３ 監 査 の 範 囲       

  平成２５年度及び２６年度財政援助に係る出納その他の事務の執行状況  

 

４ 監査の方法 

  藤枝商工会議所２階第１研修室において、団体に交付した藤枝商工会議所奨励事業費

補助金及び藤枝市中小企業相談所事業費補助金を対象に、藤枝商工会議所及び商業観光

課から提出された関係書類を検査するとともに、関係者から説明を求め、補助金の執行

状況の監査を実施した。  

 

５ 監 査 の 期 日       

  平成２７年５月２８日  

 

６ 監 査 の 結 果       

  団体の概要  

ア 設立  

  昭和 41 年 11 月 8 日  

   

イ 会員数（平成 27 年 3 月 31 日現在）  

  個人会員 1,180 人、法人会員 1,233 法人、団体会員 35 団体、特別会員 192 人  

   

ウ 役員、議員、顧問及び職員  

    役員：会頭 1 名、副会頭 3 名、専務理事 1 名、常議員 33 名、監事 3 名  

議員：第 1 号議員 51 名、第 2 号議員 34 名、第 3 号議員 15 名  

顧問：１名  

事務局：局長 1 名、正規職員 15 名、臨時職員 1 名、嘱託職員 1 名  
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エ 主な事業  

   (ｱ) 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、または建

議すること  

   (ｲ) 行政庁等の諮問に応じて答申すること  

   (ｳ) 商工業に関する調査研究を行うこと  

   (ｴ) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと  

   (ｵ) 商品の品質及び数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する

証明、鑑定又は検査を行うこと  

   (ｶ) 輸出品の原産地証明を行うこと 

   (ｷ) 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること 

   (ｸ) 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること 

   (ｹ) 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと 

   (ｺ) 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと 

   (ｻ) 商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと 

   (ｼ) 商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと 

   (ｽ) 商工業に関して、相談に応じ又は指導を行うこと 

   (ｾ) 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと 

   (ｿ) 商工業に関して観光事業の改善発達を図ること 

   (ﾀ) 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと 

   (ﾁ) 行政庁から委託を受けた事務を行うこと 

   (ﾂ) 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業

を行うこと 

 

 市からの財政援助  

「藤枝商工会議所奨励事業費補助金」  

「藤枝市中小企業相談所事業費補助金」  

    平成２５年度、２６年度に藤枝市補助金等交付規則、藤枝商工会議所奨励事業費

補助金交付要綱及び藤枝市中小企業相談所事業費補助金交付要綱に基づき交付され

た補助金は次のとおりである。  

   ア 藤枝商工会議所奨励事業費補助金  

     平成２５年度 １，８４０，０００円  

     平成２６年度 １，４００，０００円  

   イ 藤枝市中小企業相談所事業費補助金  

     平成２５年度 ７，０７０，０００円  

     平成２６年度 ７，１００，０００円  
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 事業収支決算の状況  

 ア 平成２６年度 藤枝商工会議所一般会計収支決算 

(ｱ) 収入                          （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

会費 47,500,000 47,578,000  

事業収入 

商工技術普及事業収入 2,420,000 2,322,840 各種検定料 

事業協力金 970,000 933,000 講習会負担金等 

広告料 580,000 577,200 会報等掲載料 

手数料 4,810,000 5,785,530 共済手数料等 

小計 8,780,000 9,618,570  

交付金 

補助金 1,900,000 1,900,000 

市補助金 

①商工業者奨励事業 

1,400,000円 

②藤枝ｼﾆｱ草ｻｯｶｰ大会 

  500,000円 

委託費 10,000 1,500 設備近代化対策費 

小計 1,910,000 1,901,500  

雑収入 

預金利息 20,000 12,507  

雑収入 830,000 1,618,485  

小計 850,000 1,630,992  

積立金取崩額 5,000,000 0  

繰入金 

生命共済特別会計繰入金 300,000 1,700,000  

労働保険共済特別会計繰入金 0 3,500,000  

小計 300,000 5,200,000  

繰越金 12,100,000 12,943,284  

収入合計 76,440,000 78,872,346  
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(ｲ) 支出                          （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

事業費 

部会等運営費 7,500,000 4,875,787 部会・委員会活動費 

商工振興費 14,440,000 12,441,527 各種講座開催費等 

会報等刊行費 7,990,000 7,582,600 会報印刷・頒布費等 

検定事業費 1,030,000 859,943 簿記検定等 

会員加入対策費 350,000 232,776  

商工業企業台帳費 400,000 386,572 会員証作成費等 

補助費 2,510,000 2,510,000 青年部等活動費 

小計 34,220,000 28,889,205  

管理費 

給与費 11,580,000 11,560,920 職員給料 

福利厚生費 2,250,000 2,184,133 法定福利厚生費等 

旅費 450,000 100,360  

事務費 3,580,000 2,537,423 通信運搬費等 

会議費 910,000 737,455 通常総会等 

交際費 550,000 350,306 慶弔費等 

公課分担金 3,960,000 3,948,152 日商会費等 

小計 23,280,000 21,418,749  

繰出金 

中小企業相談所特別会計繰出金 10,160,000 9,500,000  

退職給与資金特別会計繰出金 370,000 370,000  

会館管理特別会計繰出金 2,800,000 2,486,170  

人工芝寄付金繰出金 5,000,000 0  

小計 18,330,000 12,356,170  

その他の支出（支払利息） 50,000 0  

予備費 560,000 0  

支出合計 76,440,000 62,664,124  

 

収入決算額 支出決算額 差引残高 備考 

78,872,346 62,664,124 16,208,222 次年度へ繰越 
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イ 平成２６年度 藤枝中小企業相談所特別会計収支決算書 

(ｱ) 収入                          （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

補助金 

県補助金 39,890,000 38,403,797 小規模事業経営支援補助金等 

市補助金 7,600,000 7,100,000 相談所事業費補助金 

小計 47,490,000 45,503,797  

委託事 

業収入 

消費税転嫁対策事業費 1,030,000 982,665  

経営計画作成支援事業 828,000 413,776  

小計 1,858,000 1,396,441  

事業 

収入 

手数料 500,000 542,921 小規模企業共済等 

受講料 570,000 225,600  

小計 1,070,000 768,521  

雑収入 10,000 0  

一般会計繰入金 10,160,000 9,500,000  

繰越金 200,000 445,805 前年度繰越金 

収入合計 60,788,000 57,614,564  

 

(ｲ) 支出                          （単位：円） 

区分 予算額 決算額 摘要 

給与費 

指導員給与 28,930,000 28,486,753 経営指導員６名 

補助員給与 7,240,000 5,730,722 経営補助員２名 

小計 36,170,000 34,217,475  

福利厚生費 5,460,000 5,280,760  

旅費 

指導旅費 200,000 207,620  

研修旅費 100,000 27,600  

補助員研修会出席旅費 10,000 2,400  

中小企業大学校研修旅費 400,000 219,480  

小計 710,000 457,100  
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区分 予算額 決算額 摘要 

事務費 

指導事務費 860,000 821,556  

備品費 80,000 0  

調査研究費 160,000 141,146  

小計 1,100,000 962,702  

福利環境整備費 2,810,000 2,794,498 退職給与積立金等 

指導 

事業費 

講習会等開催費 2,560,000 2,636,228  

金融指導費 300,000 293,177 制度融資斡旋・仲介等 

小規模事業施策普及費 760,000 758,317 制度PRﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成等 

経営安定特別相談事業費 740,000 589,803 企業再生支援等 

ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾊﾞﾝｸ事業費 2,410,000 2,776,170 企業への専門家派遣等 

BCP策定支援事業費 1,350,000 678,570  

個店魅力ｱｯﾌﾟ支援事業費 640,000 573,228 店舗巡回診断等 

人材育成支援事業費 200,000 98,400  

商店街出前講座開催事業費 370,000 295,100  

創業ｻﾎﾟｰﾄ事業費 660,000 459,520 起業予定者支援等 

志太経営塾事業費 450,000 414,545  

認定支援機関等連携支援事業費 340,000 336,772 情報交換会等 

小計 10,780,000 9,909,830  

委託 

事業費 

消費税転嫁対策事業費 1,030,000 973,692  

経営計画作成支援事業 828,000 409,560  

小計 1,858,000 1,383,252  

一般事業費 1,850,000 1,153,246  

予備費 50,000 0  

支出合計 60,788,000 56,158,863  

 

収入決算額 支出決算額 差引残高 備考 

57,614,564 56,158,863 1,455,701 次年度へ繰越 
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 総括  

監査対象の補助金に係る出納、その他の事務について監査した結果、団体の事業執

行に係る事務及び経理事務において、書類に不備があるものや要綱に沿った事務が行

われていないなど改善を要する事項が見受けられたので、要綱を再度確認し、手続き

等の事務処理に不備のないよう指導した。また、所管課においても、常に当団体との

意思疎通を図りながら現状把握に努め、適切な指導をしていただきたい。  

藤枝商工会議所（昭和４１年１１月設立）は、主に地区内に営業所、事務所、工場

又は事業場を有する商工業者等が会員となって組織され、地域商工業の発展と地域活

性化を目指し、創業・経営革新促進のための志太経営塾や経営上の課題解決支援のた

めの事業所への専門家派遣事業など、地域経済に密着した様々な事業を展開している。

また、補助対象事業以外にも、主に産業振興部と連携した事業に取り組み、特に、全

国的な課題である商店街の活性化対策として、市内の各商店街とともに、商店街出前

講座の開催などに取り組んでいる。  

国内経済は、政府の経済政策の効果により、景気が回復傾向にあるが、地方経済を

支えている中小企業にまで景気回復の実感がいきわたるには、いまだ時間が必要であ

る。さらに、どの地方も少子高齢化に直面しており、今後の地域経済の活性化には多

くの課題を抱え、依然として厳しい状況であることには変わりがない。  

こうした中、商工業者自らが経営基盤の強化や経営革新等に取り組み、経営を健全

化していこうとする意識を持つことは非常に重要であり、商工業者や行政、関係機関

などが相互に連携を図りながら、推進していくことが必要不可欠となる。  

今後においても、補助金の目的である市内の商工業の振興と中小企業の経営安定を

図るために、ニーズの把握に努め、地域の実情に即した事業を効率的・効果的に展開

するとともに、引き続き「中期活動計画」に沿った事業計画を進め、活力ある地域づ

くりと会員事業所の発展に向けた取組の推進に努められるよう望むものである。  
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