
款 件　数 金　　　額

1 議 会 費 1

2 総 務 費 9

3 環 境 保 全 費 20

4 民 生 費 88

5 衛 生 費 26

6 労 働 費 4

7 農 林 水 産 業 費 30

8 商 工 費 25

9 土 木 費 14

10 消 防 費 0

11 教 育 費 12

合　　　計 229

138,078

資　料

令和３年度予算補助金の状況

　　(単位：千円）

1,188

34,414

0

208,521

3,270,575

1,531,049

841,928

31,450

126,135

302,897

54,915



左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源

藤沢市議会議員厚生会 1,188 1,188 昭和６０年度

計       1 件 1,188 1,188

聶耳記念碑保存会 250 〔250〕 0 昭和５０年度

神奈川県弁護士会 115 115 平成　７年度

地域まちづくり事業実施団体 11,192 〔9,468〕 1,724 平成２３年度

市民活動団体等 3,500 3,500 令和　２年度

自治(町内)会 4,957 4,957 昭和３５年度

自主防災組織 6,000 1,720 4,280 昭和６１年度

指定防災井戸所有者 300 71 229 平成２７年度

津波避難施設整備事業者 3,000 1,434 1,566 平成２５年度

危険ブロック塀等安全対策工事
実施者 5,100 1,218 3,882 平成２８年度

4,443 

〔9,718〕

住宅用太陽光発電システム設置
者 13,500 〔13,500〕 0 平成１５年度

電気自動車導入者 4,500 〔4,500〕 0 平成２１年度

雨水貯留槽購入者 450 〔450〕 0 平成２１年度

家庭用燃料電池システム(エネ
ファーム)設置者

10,000 〔10,000〕 0 平成２５年度

定置用リチウムイオン蓄電池設
置者

5,000 〔5,000〕 0 平成２８年度

燃料電池自動車導入者 700 〔700〕 0 平成２８年度

石川丸山ホタル保存会 197 197 0 平成２１年度

藤沢市交通安全協会 1,524 1,524 昭和３０年度

藤沢北交通安全協会 1,524 1,524 昭和５９年度

藤沢安全運転管理者会 76 76 昭和５７年度

藤沢北安全運転管理者会 76 76 昭和５９年度

藤沢青少年交通安全連絡協議会 52 52 平成２３年度

藤沢北青少年交通安全連絡協議
会 52 52 平成２３年度

藤沢市交通安全対策協議会 1,404 1,404 昭和３０年度

藤沢市防犯連合協議会 3,432 3,432 昭和３７年度

藤沢市防犯連合協議会 65,789 65,789 昭和３３年度

環　境
保全費

(676)

(682)

議会費

総務費

計       9 件 34,414 20,253

国庫支出金 県支出金等

令 和 ３ 年 度 予 算 補 助 金 一 覧 表

款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度
単年度
補助金

－ 1 －



(単位：千円)

団体活動 議員の健康管理事業費補助
藤沢市議会議員厚生会補助金交付
要綱

議会事務局総務課

団体活動
友好都市史跡保存のための事業費補助（県支出金等欄〔　〕内は平
和基金繰入金）

聶耳記念碑保存会補助金交付要綱
人権男女共同平和課
（人権男女共同平和国
際課）

団体活動 法律援助事業に対する補助 法律援助補助金交付要綱 市民相談情報課

団体活動
地域まちづくり事業に対する補助（県支出金等欄〔　〕内は広告料
収入及び文化振興基金繰入金）

地域まちづくり事業補助金交付要
綱

各市民センター・公民
館

団体活動
市民活動団体の立ち上げや運営基盤強化、多様な主体との協働等に
対する補助

ミライカナエル活動サポート事業
実施要綱

市民自治推進課

施設建設 地区集会所建設費等に対する補助
地域コミュニティ拠点施設整備支
援事業補助金交付要綱

市民自治推進課

団体活動 自主防災組織が購入する防災資機材等の整備に対する補助 自主防災組織育成事業実施要綱 危機管理課

施設建設 指定防災井戸設備（揚水用ポンプ）の整備に対する補助 防災井戸の指定に関する要綱 危機管理課

施設建設
津波避難施設として使用することを目的として、建築物または工作
物に必要な整備工事に対する補助

津波避難施設整備事業費補助金交
付要綱

防災政策課

施設建設
ブロック塀等の撤去又は安全な工作物等に更新する工事に対する補
助

危険ブロック塀等安全対策工事費
補助金交付要綱

防災政策課

施設建設
住宅用太陽光発電システム設置に対する補助（県支出金等欄〔 〕内
は環境基金繰入金）

住宅用太陽光発電システム設置費
補助金交付要綱

環境総務課

その他
電気自動車導入に対する補助（県支出金等欄〔　〕内は環境基金繰
入金）

電気自動車導入補助金交付要綱 環境総務課

施設建設
雨水貯留槽購入に対する補助（県支出金等欄〔　〕内は環境基金繰
入金）

雨水貯留槽購入費補助金交付要綱 環境総務課

施設建設
家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置に対する補助（県支出
金等欄〔　〕内は環境基金繰入金）

家庭用燃料電池システム設置費補
助金交付要綱

環境総務課

施設建設
定置用リチウムイオン蓄電池設置に対する補助（県支出金等欄〔
〕内は環境基金繰入金）

定置用リチウムイオン蓄電池設置
費補助金交付要綱

環境総務課

その他
燃料電池自動車導入に対する補助（県支出金等欄〔　〕内は環境基
金繰入金）

燃料電池自動車導入補助金交付要
綱

環境総務課

団体活動 里地里山保全等促進事業に対する補助 里地里山保全等補助金交付要綱 みどり保全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 交通事故防止活動、交通安全運動等の活動に対する補助
交通安全団体等活動推進費補助金
交付要綱

防犯交通安全課

団体活動 自主防犯団体等の活動費に対する補助
防犯団体活動推進費補助金交付要
綱

防犯交通安全課

施設運営 自治会等が維持管理している防犯灯の電気料に対する補助 防犯灯補助金交付要綱 防犯交通安全課

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課

              ※ すべての補助金は「藤沢市補助金交付規則」に基づき交付されます。

　　　　　　  ※ 財源内訳のうち団体直接交付分は確定額ではありません。

　　　　　　  ※ 担当課欄（　）内は新課名

補助分類

－ 2 －



左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

藤沢市防犯連合協議会 13,419 13,419 昭和３７年度

迷惑電話防止機能付電話機等購
入者

1,800 900 900 令和　２年度

自治(町内)会 10,549 1,605 8,944 平成１６年度

浄化槽設置者 4,034 1,311 1,311 1,412 平成１３年度

4,013 
〔34,150〕

藤沢市遺族会 66 66 昭和２５年度

(社福)藤沢市社会福祉協議会 88,892 88,892 昭和３６年度

(公財)藤沢市まちづくり協会 48,205 48,205 昭和５３年度

(社福)藤沢市社会福祉協議会 7,058 7,058 昭和５８年度

藤沢地区保護司会 402 402 平成３０年度

(社福)藤沢市社会福祉協議会 94,565 4,577 〔1,160〕 88,828 令和　元年度

福祉関係団体等 10,000 〔10,000〕 0 平成２９年度

研修を受講した介護職員等 400 400 平成２５年度

特別養護老人ホーム等運営法人 990 990 令和　２年度

特別養護老人ホーム等運営法人 6,000 6,000 令和　３年度

(社福)藤沢市社会福祉協議会 20,009 1,307 653 18,049 平成２５年度

(社福)藤沢市社会福祉協議会 500 500 平成１２年度

地区ボランティアセンター事業
実施団体 11,592 8,694 2,898 平成２１年度

地域の縁側事業実施団体 8,010 6,007 2,003 平成２６年度

安全・安心ステーション事業実
施団体

1,964 〔1,900〕 64 平成２０年度

社会福祉法人藤沢育成会 2,833 2,833 平成　３年度

社会福祉法人光友会 416 416 平成　３年度

社会福祉法人マロニエ会 2,220 2,220 平成　４年度

社会福祉法人ひばり 2,515 2,515 平成１１年度

社会福祉法人創 3,037 3,037 平成１６年度

社会福祉法人県央福祉会 2,939 2,939 平成２０年度

社会福祉法人藤沢ひまわり 899 899 平成２３年度

98,604
(1,358)

民生費

(18,368)

環　境
保全費

計       20 件 138,078 1,311 

－ 3 －



(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

施設建設 防犯灯設置費・既存防犯灯の補修費に対する補助 防犯灯補助金交付要綱 防犯交通安全課

その他 迷惑電話防止機能付電話機等の購入に対する補助
迷惑電話防止機能付電話機等購入
費補助金交付要綱

防犯交通安全課

施設建設 地縁団体による防犯カメラの設置費及び修繕費に対する補助
地縁団体による防犯カメラ設置等
事業実施要綱

防犯交通安全課

施設建設
生活排水による公共用水域の水質汚濁負荷を軽減するため、住宅に
おいてみなし浄化槽等から浄化槽へ転換する者に対する補助

浄化槽設置補助金交付要綱 下水道総務課

団体活動 戦没者の追悼及び遺族に対する福祉増進を図るための補助 遺族会事業補助金交付要綱
福祉医療給付課
(福祉総務課)

団体運営 協議会運営に対する人件費等の補助 社会福祉協議会補助金交付要綱
福祉健康総務課
(福祉総務課)

団体運営 シルバー人材センター運営に対する人件費等の補助
シルバー人材センター補助金交付
要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(高齢者支援課)

団体活動 地域福祉活動の助成に対する人件費等の補助 地域福祉活動助成金交付要綱
福祉健康総務課
(福祉総務課)

団体活動
藤沢地区保護司会の更生保護活動に関する事業費及び団体運営費の
補助

藤沢地区保護司会補助金交付要綱
福祉健康総務課
(福祉総務課)

団体活動
地域福祉プラザ運営事業に対する人件費等の補助（県支出金等欄
〔　〕内は愛の輪福祉基金繰入金）

地域福祉プラザ運営事業補助金交
付要綱

福祉健康総務課
(福祉総務課)

団体活動
非営利団体等が実施する福祉事業に対する補助　(県支出金等欄
〔  〕内は愛の輪福祉基金繰入金）

愛の輪福祉基金補助金交付要綱
福祉医療給付課
(福祉総務課)

給付､利子
介護職員初任者研修又は介護支援専門員実務研修を受講し、市内事
業所へ就労した者に対する補助

介護職員等研修受講料補助金交付
要綱

介護保険課

給付､利子
介護福祉士資格の取得を目指す外国人留学生等を新たに雇用する法
人に対する補助

外国人介護職員受入支援事業補助
金交付要綱

介護保険課

給付､利子
介護職員等のスキルアップを図るための研修に要した経費に対する
補助

介護職員等キャリアアップ支援事
業費補助金交付要綱

介護保険課

団体運営 権利擁護事業及び法人後見事業に対する人件費の補助
ふじさわあんしんセンター補助金
交付要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(地域共生社会推進室)

団体活動
福祉サービスの利用や金銭管理等が困難な障がい者等に対する日常
生活自立支援事業に対する補助

日常生活自立支援事業補助金交付
要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(地域共生社会推進室)

団体活動 地区ボランティアセンター運営に対する補助
支えあう地域づくり活動事業補助
金交付要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(地域共生社会推進室)

団体活動 地域の縁側を運営する団体等に対する補助
支えあう地域づくり活動事業補助
金交付要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(地域共生社会推進室)

団体活動
安全・安心ステーションを運営する団体に対する補助(県支出金等欄
〔  〕内は愛の輪福祉基金繰入金）

支えあう地域づくり活動事業補助
金交付要綱

地域包括ケアシステム
推進室
(地域共生社会推進室)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営
障がい者福祉施設の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一
部に対する補助

障がい者福祉施設整備借入償還金
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

－ 4 －



左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

4,581 

〔5,152〕

社会福祉法人光友会 3,303 1,651 1,652 平成２３年度

障がい者グループホームの新規
設置者

2,500 2,500 0 令和　３年度 単年度

社会福祉法人マロニエ会 13,920 13,920 令和　元年度

社会福祉法人藤沢育成会 4,704 4,704 令和　元年度

社会福祉法人光友会 5,172 5,172 平成２２年度

社会福祉法人光友会 12,200 12,200 平成２３年度

株式会社ハビリスデザイン 7,200 7,200 令和　２年度

社会福祉法人藤沢ひまわり 4,593 1,722 861 2,010 平成２５年度

フリースペース　ステラ・ポ
ラーレ

9,300 562 281 8,457 平成　７年度

善行ひばりの家 9,300 562 281 8,457 昭和６１年度

朝日ねんどの会 9,084 562 281 8,241 昭和６２年度

フリークラブ湘南 9,300 562 281 8,457 平成　６年度

ジョブサポートひまわり 7,500 562 281 6,657 平成２４年度

単位老人クラブ 6,218 2,465 3,753 昭和３９年度

各地区社会福祉協議会 15,275 15,275 令和　２年度

社会福祉法人上村鵠生会 5,475 5,475 平成　３年度

社会福祉法人喜寿福祉会 1,177 1,177 平成　８年度

社会福祉法人永寿会 5,607 5,607 平成１６年度

社会福祉法人聖隷福祉事業団 21,462 21,462 平成２３年度

社会福祉法人富士白苑 17,876 17,876 平成２４年度

社会福祉法人上村鵠生会 5,415 5,415 平成２９年度

社会福祉法人茅徳会 3,780 3,780 平成２９年度

社会福祉法人カメリア会 10,164 10,164 令和　元年度

社会福祉法人いきいき福祉会 10,245 10,245 令和　２年度

社会福祉法人縁樹 7,900 7,900 令和　２年度

(8,463)

(367)

(9,421)

518 1,208 昭和３５年度藤沢市老人クラブ連合会 1,726

平成　９年度
社会福祉法人電機神奈川福祉セ
ンター

17,462 7,729民生費

－ 5 －



(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

団体運営 重度障がい者の短期入所事業に対する補助
障がい福祉サービス等地域拠点事
業所配置事業補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

施設運営 障がい者グループホーム設置費補助
障がい者グループホーム設置補助
金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
重度障がい者を受け入れる市内入通所施設の職員配置に係る費用の
補助

重度障がい者処遇費補助金交付要
綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
重度障がい者を受け入れる市内入通所施設の職員配置に係る費用の
補助

重度障がい者処遇費補助金交付要
綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営 施設賃借料に対する補助
障がい児者一時預かり事業建物賃
借料等補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営 障がい児者一時預かり事業の運営費補助
障がい児者一時預かり事業運営費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営 障がい児者一時預かり事業の運営費補助
障がい児者一時預かり事業運営費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営 地域活動支援センターⅠ型事業の運営費補助
地域活動支援センターⅠ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
就労することが困難な在宅障がい者の社会復帰を促進するための地
域活動支援センターⅢ型事業費補助

地域活動支援センターⅢ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
就労することが困難な在宅障がい者の社会復帰を促進するための地
域活動支援センターⅢ型事業費補助

地域活動支援センターⅢ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
就労することが困難な在宅障がい者の社会復帰を促進するための地
域活動支援センターⅢ型事業費補助

地域活動支援センターⅢ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
就労することが困難な在宅障がい者の社会復帰を促進するための地
域活動支援センターⅢ型事業費補助

地域活動支援センターⅢ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体運営
就労することが困難な在宅障がい者の社会復帰を促進するための地
域活動支援センターⅢ型事業費補助

地域活動支援センターⅢ型事業費
補助金交付要綱

障がい福祉課
(障がい者支援課)

団体活動 単位老人クラブの活動費補助 老人クラブ補助金交付要綱
地域包括ケアシステム
推進室
(高齢者支援課)

団体活動 敬老事業の実施に対する補助 敬老事業補助金交付要綱
地域包括ケアシステム
推進室
(高齢者支援課)

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

施設運営
特別養護老人ホームの設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の
一部に対する補助

特別養護老人ホームの施設整備に
係る借入償還金補助金交付要綱

介護保険課

老人クラブ補助金交付要綱
地域包括ケアシステム
推進室
(高齢者支援課)

団体活動 老人クラブの運営及び活動費補助

施設運営
障がい福祉課
(障がい者支援課)

湘南地域就労援助センター運営に対する補助（県支出金等欄〔　〕
内は他市町負担金）

地域就労援助センター事業費補助
金交付要綱

－ 6 －



左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

社会福祉法人等 1,043 1,043 平成１２年度

子育て支援活動実施団体 300 300 平成２１年度

母子家庭の母及び父子家庭の父 1,248 936 312 平成１５年度

母子家庭の母及び父子家庭の父 24,911 18,683 6,228 平成１７年度

ひとり親家庭の親及び子 500 225 275 平成２７年度

社会福祉法人六会・遠藤福祉会
他７法人 19,661 19,661 昭和５０年度

社会福祉法人一石会 5,000 5,000 平成１４年度

109,188 

〔90,284〕

認可保育所運営法人 23,802 23,802 平成２８年度

認可保育所運営法人又は小規模
保育事業者 77,490 48,510 28,980 平成２９年度

社会福祉法人一石会他２０法人 56,874 12,871 44,003 平成３０年度

奨学金を返済中の保育士 1,575 1,575 令和　元年度

就職活動中又は新卒保育士 1,350 1,350 令和　２年度

保育体験に参加する潜在保育士 50 50 令和　元年度

認可保育所運営法人 18,028 18,028 令和　元年度

認可保育所運営法人又は地域型
保育事業者等 43,700 21,850 21,850 令和　２年度

市内認可保育所等へ就労する潜
在保育士 12,930 12,930 令和　３年度

藤沢型認定保育施設の設置者又
は代表者 11,006 11,006 平成２８年度

藤沢型認定保育施設の設置者又
は代表者 66,147 66,147 平成２５年度

私設保育施設（認可外保育施
設）の設置者又は代表者 1,330 692 638 平成１４年度

社会福祉法人六会・遠藤福祉会 147,564 92,945 54,619 平成２３年度

市内私立幼稚園等 33,717 33,717 令和　２年度

市内幼児教育施設 7,116 7,116 令和　２年度

藤沢市私立幼稚園協会 4,030 4,030 昭和４８年度

藤沢市幼児教育協議会 600 600 昭和５０年度

市内幼稚園等の設置者又は代表
者 18,979 18,979 平成　３年度

市内幼稚園等の設置者又は代表
者

13,584 13,584 令和　元年度

幼児教育施設の利用者 95,667 24,480 24,480 46,707 令和　元年度

市内幼稚園の設置者又は代表者 21,194 21,194 平成２１年度

社会福祉法人高谷福祉会他
３０法人

249,898 

民生費

平成２０年度50,426 平成２０年度

－ 7 －



(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

その他
介護保険サービス利用者のうち低所得者に対し社会福祉法人等が減
額したサービス利用料の一部に対する補助

社会福祉法人等による利用者負担
額軽減制度実施事業者に対する補
助金交付要綱

介護保険課

団体活動 つどいの広場事業に準ずる活動をしている団体に対する補助
地域子育て支援活動推進助成事業
実施要綱

子育て企画課

給付､利子
厚生労働省指定の教育訓練講座を受講した母子家庭の母及び父子家
庭の父に対する補助

母子家庭等自立支援教育訓練給付
金支給要綱

子育て給付課

給付､利子
資格取得のため１年以上養成機関で修業する母子家庭の母及び父子
家庭の父に対する補助

母子家庭等高等職業訓練促進給付
金等事業実施要綱

子育て給付課

給付､利子
高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講したひとり親家
庭の親及び子に対する補助

ひとり親家庭高等学校卒業程度認
定試験合格支援事業実施要綱

子育て給付課

施設運営 社会福祉法人が運営する認可保育所の用地賃借料に対する補助
社会福祉法人立保育所用地賃借料
補助金交付要綱

保育課

施設運営 分園を設置運営する法人に対する建物賃借料補助 分園設置運営補助要綱 保育課

施設運営 認可保育所運営法人が行う保育士等の確保に係る経費に対する補助
法人立保育所保育士等確保事業補
助金交付要綱

保育課

施設運営
認可保育所や小規模保育事業者が行う保育士のための宿舎を借り上
げる経費に対する補助

保育士宿舎借り上げ支援事業補助
金交付要綱

保育課

施設運営
認可保育所の設置及び整備時に借入れた資金の返済元金の一部に対
する補助

法人立保育所特別経常費補助金交
付要綱

保育課

給付､利子
奨学金を利用して保育士資格を取得し、市内の法人立認可保育所等
に就職した者の奨学金返済費用に対する補助

保育士奨学金返済補助金交付要綱 保育課

給付､利子
市内法人立認可保育所等への就職を希望する県外在住の保育士が面
接等で来所する際に要する交通費及び就職に至った場合の引っ越し
費用等に対する補助

保育士就職支援補助金交付要綱 保育課

その他
公立保育園での「保育体験」参加者の細菌検査に係る経費や交通費
に対する補助

潜在保育士保育体験費用補助金交
付要綱

保育課

施設運営
幼児教育・保育の無償化に伴い、認可保育所が行う給食食材料費
（副食費）の徴収等に要する経費に対する補助

認可保育所事務負担軽減補助金交
付要綱

保育課

施設運営
認可保育所や地域型保育事業所等における新型コロナウイルス感染
症拡大防止に係る必要備品の購入等に要する経費に対する補助

新型コロナウイルス感染症対策事
業費補助金交付要綱

保育課

給付､利子
保育所等に就労していない保育士を対象に、市内法人立認可保育所
等への就労を奨励するための補助

（仮）保育士就労奨励助成金交付
要綱

保育課

給付､利子
藤沢型認定保育施設の設置者又は代表者が利用者に対して行った保
育料の軽減に対する補助

藤沢型認定保育施設保育料補助金
交付要綱

保育課

施設運営 藤沢型認定保育施設の運営費に対する補助
藤沢型認定保育施設運営費補助金
交付要綱

保育課

施設運営
私設保育施設（認可外保育施設）の安全・衛生環境の確保に係る経
費に対する補助

届出保育施設利用者支援事業費補
助金交付要綱

保育課

施設建設 法人立認可保育所の再整備に対する施設整備費等の補助
法人立保育所施設整備費補助金交
付要綱

子育て企画課

団体運営
幼稚園、認定こども園が行う特別支援保育に係る人件費等に対する
補助

私立幼稚園等特別支援保育費補助
金交付要綱

子ども家庭課

団体運営 幼児教育施設が行う特別支援保育に係る人件費等に対する補助
幼児教育施設特別支援保育費補助
金交付要綱

子ども家庭課

団体運営 幼児教育の充実を図るための団体運営に対する補助 幼稚園協会等補助金交付要綱 保育課

団体運営 幼児教育の充実を図るための団体運営に対する補助 幼稚園協会等補助金交付要綱 保育課

施設運営
幼稚園等が行う園具・教材教具等の購入、健康管理等に要する経費
に対する補助

幼児教育振興助成費補助金交付要
綱

保育課

施設運営
幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園等が行う給付事務等に要す
る経費に対する補助

幼稚園事務負担軽減補助金交付要
綱

保育課

給付､利子
幼児教育施設の利用者のうち、幼児教育・保育の無償化の対象とな
らない利用者が負担する保育料に対する補助

幼児教育施設保育料補助金交付要
綱

保育課

施設運営
市内幼稚園（子ども・子育て支援新制度における施設型給付を受け
る幼稚園等を除く）が行う預かり保育に係る人件費に対する補助

私立幼稚園預かり保育推進事業費
補助金交付要綱

保育課

保育課
保育所建物設置賃借料補助金交付
要綱

認可保育所を設置運営する法人に対する建物賃借料等の補助（県支
出金等欄〔  〕内は建物賃貸料収入）

施設運営
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左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

幼稚園等の設置者又は代表者 3,480 1,740 870 870 平成２６年度

幼稚園等の設置者又は代表者 49 16 16 17 平成２９年度

市内幼稚園等へ再就労する幼稚
園教諭等

3,520 3,520 令和　３年度

小規模保育事業者 6,660 2,220 2,220 2,220 平成２７年度

小規模保育事業者 246 184 62 平成３０年度

藤沢市ボーイスカウト連絡会他
１団体

324 324 平成３０年度

藤沢市子ども会連絡協議会 758 758 平成３０年度

六会地区青少年育成協力会他１
３地区

2,520 2,520 平成３０年度

藤沢市青少年育成協議会他５団
体

252 252 平成３０年度

(公財)藤沢市みらい創造財団 12,576 12,576 平成１３年度

236,722 165,155 
〔108,496〕

特定不妊治療を受けた者 53,859 53,859 平成１９年度

不育症治療を受けた者 350 350 平成２７年度

妊産婦健康診査受診者 13,600 2,000 11,600 平成２１年度

藤沢市医師会 101,918 5,070 96,848 昭和４６年度

藤沢市医師会 623 623 平成　４年度

藤沢市薬剤師会 12,496 12,496 昭和４６年度

藤沢市医師会 10,280 10,280 平成１９年度

藤沢市医師会 85,676 85,676 昭和５３年度

藤沢市医師会 600 600 平成１９年度

藤沢市歯科医師会 7,808 7,808 昭和５１年度

藤沢市医師会 14,131 14,131 令和　２年度

医療機関 3,849 3,849 0 平成２１年度

(公財)藤沢市保健医療財団 24,514 24,514 平成　６年度

救急医療機関 10 5 5 平成　５年度

藤沢市歯科医師会 1,971 1,971 平成２４年度

公衆浴場営業者 1,000 1,000 昭和５９年度

藤沢浴場組合 7,964 7,964 令和　２年度

民生費

衛生費

計       88 件 1,531,049 1,020,676
(18,368) (18,251)
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(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

施設運営
認定こども園への移行を計画する幼稚園が行う長時間預かり保育に
係る運営費に対する補助

私立幼稚園長時間預かり保育支援
事業費補助金交付要綱

保育課

施設運営
幼稚園等（子ども・子育て支援新制度における施設型給付を受ける
幼稚園等に限る）が行う保護者からの実費徴収額の減免に対する補
助

特定地域型保育事業所等運営費補
助金交付要綱

保育課

給付､利子
幼稚園等に就労していない幼稚園教諭免許保持者等を対象に、市内
幼稚園等への就労を奨励するための補助

（仮）幼稚園教諭等就労奨励助成
金交付要綱

保育課

施設運営
小規模保育事業者が行う延長保育事業に係る経費及び保護者からの
実費徴収額の減免に対する補助

特定地域型保育事業所等運営費補
助金交付要綱

保育課

施設運営
小規模保育事業所の保育士が研修を受講する期間における代替保育
士の雇用に係る経費に対する補助

保育エキスパート等研修代替保育
士雇用費補助金交付要綱

保育課

団体運営 各団の育成及び活動の促進を図るための事業費に対する補助
藤沢市ボーイスカウト連絡会・藤
沢市ガールスカウト連絡会補助金
交付要綱

青少年課

団体運営 子ども会の育成及び活動の促進を図るための事業費に対する補助
藤沢市子ども会連絡協議会補助金
交付要綱

青少年課

団体活動
地区青少年育成協力会が実施する青少年育成事業に要する経費に対
する補助

地区青少年育成協力会活動費補助
金交付要綱

青少年課

団体活動
青少年団体及び育成団体が実施する青少年（団体）育成事業に要す
る経費に対する補助

青少年団体・育成団体助成金交付
要綱

青少年課

団体運営 財団の運営に対する人件費の補助
（公財）藤沢市みらい創造財団運
営補助金交付要綱

青少年課

給付､利子
体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けた者に対する治療費補
助

特定不妊治療費助成事業実施要綱
子ども健康課
（健康づくり課）

給付､利子 不育症治療を受けた者に対する治療費補助 不育症治療費助成事業実施要綱
子ども健康課
（健康づくり課）

給付､利子
里帰り出産などで妊産婦健康診査費用補助券が使用できなかった者
に対する補助

（仮）妊産婦健康診査助成金交付
要綱

子ども健康課
（健康づくり課）

団体活動
休日昼間、土曜日・休日の夜間及び平日の準夜間の急病診療所運営
費補助

救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 休日眼科救急医療の運営費に対する補助 救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 休日夜間急病診療所への薬剤師派遣事業費補助 救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 休日の在宅当番医制運営費補助 救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 二次救急医療として実施されている病院群輪番制運営費補助 救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 三次救急医療体制における空床確保事業に対する補助
病院群輪番制病床確保対策費補助
金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 休日急患歯科診療所運営費補助 救急医療運営費等補助金交付要綱
福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体活動 休日・夜間発熱患者診療事業に対する運営費補助
休日・夜間発熱患者診療事業運営
費補助金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

給付､利子 産科医師等分娩手当の支給に対する補助
産科医師等分娩手当補助金交付要
綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

団体運営 財団事務局運営及び保険調剤薬局事業に対する人件費の補助
（公財）藤沢市保健医療財団運営
補助金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

給付､利子 救急医療機関外国籍市民対策費補助
救急医療機関外国籍市民対策費補
助金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

施設運営
口腔保健センター再整備時に借入れた資金の返済元金の一部に対す
る補助

口腔保健センター再整備資金借入
補助金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

施設建設 公衆浴場における設備の整備に要する経費に対する補助
公衆浴場設備整備費補助金交付要
綱

福祉医療給付課
(高齢者支援課)

団体活動 藤沢浴場組合の世代間・地域交流の活性化事業に対する補助 公衆浴場事業補助金交付要綱
福祉医療給付課
(高齢者支援課)
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左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

藤沢市医師会 22,109 〔1,800〕 20,309 平成２５年度

乳児等の定期予防接種にかかる
費用を負担した保護者

8,791 8,791 平成２９年度

骨髄移植等により定期予防接種
の効果が期待できなくなったと
医師に判断された者

1,028 1,028 令和　２年度

藤沢市生活環境連絡協議会 1,934 〔1,934〕 0 昭和４４年度

骨髄等を提供した者及びその者
が勤務する事業所

420 210 210 令和　２年度

猫飼育家庭及び飼い主のいない
猫管理者

650 650 昭和４９年度

家庭用電動生ごみ処理機購入者 3,425 〔3,425〕 0 平成１０年度

藤沢市資源循環協同組合 453,164 〔10,440〕 442,724 昭和５４年度

浄化槽清掃実施家庭 9,758 9,758 昭和６３年度

8,924 

〔17,599〕

湘南地域労働者福祉協議会 234 234 平成　９年度

勤労者住宅資金等借入者 26,497 26,497 昭和４９年度

湘南地区メーデー実行委員会 582 582 昭和４４年度

藤沢市技能職団体連絡協議会 4,137 4,137 昭和５２年度

宮原自治会 270 270 平成２２年度

さがみ農協藤沢市露地野菜部 290 290 令和　３年度

水田耕作者(エコファーマー及び
有機農業者） 25,000 〔25,000〕 0 平成２５年度

さがみ農業協同組合 225 112 113 平成１９年度

農業制度資金利用者 183 183 昭和３６年度

新規就農者 22,500 22,500 0 平成２４年度

新規就農者 1,500 1,500 0 令和　２年度

かながわ農業版ＭＢＡ研修修了
者 3,934 3,934 0 令和　３年度

農業経営士、認定農業者 90 90 平成２９年度

さがみ農協藤沢市青少年藤友会 1,402 1,402 令和　２年度

市内農業者 900 900 令和　２年度

さがみ農協藤沢市花卉温室部 409 409 令和　３年度

さがみ農協藤沢市ハウス部 413 413 令和　３年度

2,210 

31,450

農林水
産業費

計       4 件 31,450 

計       26 件 841,928 813,195

労働費

衛生費
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(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

施設運営
医師会立湘南看護専門学校の運営に対する補助(県支出金等欄
〔　〕内は土地貸付収入）

医師会立湘南看護専門学校運営費
補助金交付要綱

福祉健康総務課
(地域医療推進課)

給付､利子
里帰り出産などで乳児等の定期予防接種にかかる費用を負担した保
護者に対する補助

乳児等予防接種費用助成金交付要
綱

子ども健康課
（健康づくり課）

給付､利子
骨髄移植等の医療行為により接種済みの定期予防接種の効果が期待
できなくなった者に対する再接種費用補助

特別な理由による任意予防接種費
用助成金交付要綱

子ども健康課
（健康づくり課）

団体活動
生活環境の美化向上及びごみの減量･資源化実践活動を推進する生活
環境団体等に対する補助(県支出金等欄〔 〕内は環境基金繰入金)

生活環境団体活動推進費補助金交
付要綱

環境総務課

給付､利子
骨髄等を提供した者（骨髄提供に伴う休暇制度のある事業所に勤務
する者を除く）及びその者が勤務する事業所に対する補助

骨髄ドナー支援助成金交付要綱 地域保健課

給付､利子 猫不妊去勢手術に対する補助 猫不妊・去勢手術補助金交付要綱 生活衛生課

その他
家庭用電動生ごみ処理機購入者に対する補助（県支出金等欄〔　〕
内は環境基金繰入金）

家庭用電動生ごみ処理機購入費補
助金交付要綱

環境総務課

その他 資源回収事業補助（県支出金等欄〔　〕内は環境基金繰入金） 資源回収事業補助金交付要綱 環境事業センター

給付､利子
藤沢市域における公共下水道処理区域外の住居の用に供する建物に
付帯する浄化槽の清掃に対する補助

浄化槽清掃費助成に関する規程 環境総務課

団体活動 地域勤労者の福祉の充実を図るための事業に対する補助
湘南地域労働者福祉協議会補助金
交付要綱

産業労働課

給付､利子 勤労者が住宅資金及び教育資金を借入れた際の利子補助
勤労者住宅資金利子補助要綱、勤
労者教育資金利子補助要綱

産業労働課

団体活動 勤労者の文化交流事業に対する補助
湘南地区メーデー実行委員会補助
金の交付取扱要綱

産業労働課

団体運営
伝統的技能の継承と若年技能者の育成を行う団体に対する活動費及
び運営費補助

藤沢市技能職団体連絡協議会補助
金交付取扱要綱

産業労働課

施設運営 宮原地域活性化拠点施設の運営に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 露地野菜農家への土壌病害菌防除農薬導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

給付､利子
エコファーマー及び有機農業者による水田耕作に対する補助
（県支出金等欄〔　〕内は環境基金繰入金）

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 農作物に被害を与える有害鳥獣の捕獲処分に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

給付､利子 農業推進資金等の借入者に対する利子補助
農業経営基盤強化資金利子助成金
交付要綱他

農業水産課

給付､利子 経営開始直後の新規就農者に対する補助
農業次世代人材投資資金等交付要
綱

農業水産課

給付､利子 経営発展を希望する新規就農者に対する補助
農業次世代人材投資資金等交付要
綱

農業水産課

給付､利子 かながわ農業版MBA研修修了者の機械導入等に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

給付､利子 農業研修生の受け入れに対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

給付､利子
農業後継者が経営を継承していくために必要な施設の整備等に対す
る補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

給付､利子 福祉施設等と連携する農業者に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 花卉農家への遮光ネット導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 施設野菜農家への忌避剤導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課
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左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

さがみ農協藤沢市果樹部 306 306 令和　３年度

遊休農地等活用団体等 300 300 平成２０年度

さがみ農業協同組合 12,686 12,686 平成１４年度

湘南野菜出荷推進協議会 778 778 平成２４年度

湘南野菜出荷推進協議会 1,960 1,960 平成２４年度

湘南野菜出荷推進協議会 1,794 1,794 平成２４年度

さがみ農業協同組合 2,746 2,746 平成　９年度

藤沢市畜産会 7,988 7,988 昭和４０年度

さがみ農協藤沢市酪農部・養豚
部

1,846 1,846 昭和５９年度

さがみ農協藤沢市酪農部 800 800 平成２５年度

市内畜産農家 11,140 11,140 平成１５年度

水利組合等 6,473 6,473 昭和５３年度

水利組合等 10,548 10,548 昭和６１年度

西俣野地域保全活動組織他１団
体

5,083 3,811 1,272 平成２７年度

江の島片瀬漁業協同組合、藤沢
市漁業協同組合

2,151 2,151 昭和３７年度

江の島片瀬漁業協同組合、藤沢
市漁業協同組合

2,000 2,000 平成２４年度

神奈川県地域協議会 420 420 平成２８年度

31,857
〔25,000〕

エコアクション２１等認証取得
事業実施企業

120 120 平成１２年度

藤沢商工会議所 5,567 5,567 昭和２５年度

ふじさわ産業フェスタ実行委員
会

3,900 3,900 平成１２年度

大学連携型起業家育成施設入居
企業等 3,672 3,672 平成１７年度

コミュニティビジネス事業者 663 663 平成２４年度

市内公的インキュベーション施
設退去者 750 750 平成２８年度

市内中小企業者 1,000 1,000 平成２８年度

(公財)湘南産業振興財団 40,361 40,361 平成１３年度

市内に立地する企業等 1,711 1,711 平成１７年度

商店街団体、(一社)藤沢市商店
会連合会

7,975 7,975 平成２４年度

ふじさわ元気バザール実行委員
会 5,705 5,705 平成２５年度

商工費

(1,960) (420)

計       30 件 126,135 69,278
(8,667)

(1,960)

(8,247)

農林水
産業費
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(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

団体活動 果樹農家への園芸用結束機導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動
遊休農地を有効活用し、地域農業の活性や農業的利用を促進するた
めの事業に対する補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 地場農産物のＰＲ推進のための出荷用資材購入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 地場農産物のＰＲ推進のための出荷用資材購入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 市内市場出荷用のレンタルコンテナ使用に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 湘南野菜出荷推進協議会が行う地産地消に資する事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動
野菜価格が著しく低落した場合、その損失を補てんする事業の生産
者負担に対する補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 家畜の法定伝染病等予防及び家畜衛生対策事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動
繁殖性・品質に優れた家畜の育成や導入及び優良精液による交配の
促進等に対する補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 後継となる乳牛の生産に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

施設建設 畜舎や付帯設備等の整備事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 農業用水路浚渫事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

施設建設 農業用水路等改修に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動
農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対す
る補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 漁場環境維持のための廃棄物等の除去に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 魚介類放流事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

団体活動 藻場の保全、海底清掃などの漁場環境の保全活動に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

その他 エコアクション２１等認証取得事業にかかる経費に対する補助
エコアクション２１等認証取得事
業補助金交付要綱

産業労働課

団体活動 商工会議所への事業費及び運営費補助 藤沢商工会議所補助金交付要綱 産業労働課

団体活動
地域産業の活性化を図る「ふじさわ産業フェスタ」事業に対する補
助

ふじさわ産業フェスタ事業補助金
交付要綱

産業労働課

その他 大学連携型起業家育成施設入居企業等に対する賃料補助
大学連携型起業家育成施設入居支
援補助金交付要綱

産業労働課

その他 コミュニティビジネス事業者に対する賃借料・改装工事費の補助
コミュニティビジネス支援事業補
助金交付要綱

産業労働課

その他
市内公的インキュベーション施設退去後、市内に事業所等を開設す
る際の敷金相当額・改装工事費の補助

ポストインキュベーション支援事
業補助金交付要綱

産業労働課

その他 生活支援ロボットの試作開発等に対する補助
ロボット産業推進事業補助金交付
要綱

産業労働課

団体運営 産業振興財団運営に対する人件費等の補助
（公財）湘南産業振興財団運営管
理費補助金交付要綱

産業労働課

給付､利子 県企業立地促進融資借入企業等に対する補助 企業立地促進融資利子補給要綱 産業労働課

団体活動 商店街団体等が取り組む商店街の活性化事業に対する補助
商店街にぎわいまちづくり支援事
業補助金交付要綱

産業労働課

団体活動
地域経済の活性化を図る「ふじさわ元気バザール」事業に対する補
助

ふじさわ元気バザール事業補助金
交付要綱

産業労働課

－ 14 －



左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

商店街団体 8,774 8,774 昭和５１年度

商店街団体 9,956 9,956 昭和５２年度

商店街団体 5,149 5,149 昭和５０年度

藤沢商工会議所 3,000 3,000 平成１８年度

(一社)藤沢市商店会連合会 7,708 7,708 昭和６２年度

藤沢商工会議所 2,615 2,615 令和　元年度

店舗・事業所等リニューアル工
事実施者 20,000 20,000 令和　２年度

市制度融資等利用者 56,745 56,745 昭和５６年度

市制度融資等利用者 22,459 22,459 昭和４９年度

神奈川県信用保証協会 301 301 平成１８年度

(公社)藤沢市観光協会 55,618 55,618 昭和５３年度

(公社)藤沢市観光協会他２団体 1,330 1,330 平成１２年度

江の島海水浴場営業組合他２組
合

12,209 12,209 昭和３４年度

藤沢市夏期海岸対策協議会 25,609 25,609 昭和３４年度

(公財)藤沢市まちづくり協会 19,653 19,653 平成１３年度

民間建築物アスベスト含有調査
実施者

750 750 0 令和　元年度

既存建築物耐震促進事業実施者 2,160 1,080 180 900 平成　８年度

既存建築物耐震促進事業実施者 18,840 9,000 4,500 5,340 平成１８年度

既存建築物耐震促進事業実施者 200 50 150 平成２４年度

既存建築物耐震促進事業実施者 150 75 37 38 平成２２年度

既存建築物耐震促進事業実施者 1,500 750 375 375 平成２２年度

耐震診断義務対象沿道建築物の
所有者

1,875 1,125 375 375 令和　元年度

耐震診断義務対象沿道建築物の
所有者

1,485 810 337 338 令和　元年度

耐震診断義務対象沿道建築物の
所有者

3,893 2,123 884 886 令和　元年度

地域公共交通の運営者 3,049 3,049 平成２８年度

景観形成協議会等 60 60 平成１９年度

旧東海道藤沢宿街なみ修景等に
関する事業実施者 300 300 平成２７年度

空き家を利用し補助対象事業を
行う者 1,000 450 550 平成２９年度

32,01416,163 

302,897

計       14 件 54,915 

土木費

6,738 

計       25 件 302,897 

商工費
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(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

施設運営 商店街団体が設置した顧客用駐車場の賃借料等補助
商店街経営基盤支援事業等補助金
交付要綱

産業労働課

施設運営 商店街団体が設置・管理する街路灯の電灯料補助
商店街経営基盤支援事業等補助金
交付要綱

産業労働課

施設建設
商店街団体が実施する街路灯や防犯カメラ等の設置または改修、修
繕等に対する補助

商店街経営基盤支援事業等補助金
交付要綱

産業労働課

団体活動
藤沢駅北口周辺の観光及び商業の活性化を図るための地域資源を活
用したイベント事業に対する補助

拠点駅等周辺商業活性化事業補助
金交付要綱

産業労働課

団体運営 事務局の人件費及び事業費補助
藤沢市商店会連合会補助金交付要
綱

産業労働課

団体活動
商工会議所が実施する市内中小企業への展示会共同出展支援事業に
対する補助

藤沢ものづくりブランド応援事業
補助金交付要綱

産業労働課

給付､利子
市内施工業者を利用して店舗・事業所等のリニューアル工事を実施
した者に対する補助

藤沢市店舗・事業者等リニューア
ル補助金交付要綱

産業労働課

給付､利子 対象の融資制度利用者に対する利子補助 中小企業融資制度利子補給要綱 産業労働課

給付､利子 対象の融資制度利用者に対する信用保証料補助
中小企業信用保証料補助金交付要
綱

産業労働課

給付､利子 信用保証協会の代位弁済に対する補助 中小企業信用保険補助金交付要綱 産業労働課

団体運営 協会の運営に対する人件費の補助
公益社団法人藤沢市観光協会補助
金交付要綱

観光シティプロモー
ション課
（観光課）

団体活動
誘客宣伝事業（新春藤沢・江の島歴史散歩事業、地域観光振興事
業、全日本ライフセービング選手権大会）に対する補助

観光振興事業補助金交付要綱
観光シティプロモー
ション課
（観光課）

団体活動 海水浴場の救護警備体制充実のための事業に対する補助 海水浴場対策事業補助金交付要綱
観光シティプロモー
ション課
（観光課）

団体活動 海水浴場の事故防止等のための事業に対する補助 海水浴場対策事業補助金交付要綱
観光シティプロモー
ション課
（観光課）

団体運営 協会の運営に対する人件費の補助
（公財）藤沢市まちづくり協会運
営補助金交付要綱

建設総務課

その他
吹付けアスベスト等が施工されているおそれがある民間建築物のア
スベスト含有調査にかかる費用の全部を補助

アスベスト含有調査補助金交付要
綱

建築指導課

その他
昭和５６年以前に建築された木造住宅の耐震診断にかかる費用の一
部を補助

木造住宅耐震診断補助金交付要綱 建築指導課

その他
昭和５６年以前に建築された木造住宅の耐震改修工事にかかる費用
の一部を補助

木造住宅耐震改修工事補助金交付
要綱

建築指導課

その他
昭和５６年以前に建築された木造住宅において耐震シェルター及び
耐震ベッドを設置するためにかかる費用の一部を補助

木造住宅耐震シェルター等設置事
業補助金交付要綱

建築指導課

その他
昭和５６年以前に建築された分譲マンションの耐震診断（予備診
断）にかかる費用の一部を補助

分譲マンション耐震診断補助金交
付要綱

建築指導課

その他
昭和５６年以前に建築された分譲マンションの耐震診断（本診断）
にかかる費用の一部を補助

分譲マンション耐震診断補助金交
付要綱

建築指導課

その他
耐震診断の実施が義務付けられた緊急輸送道路沿道建築物の耐震改
修設計にかかる費用の一部を補助

耐震診断義務対象沿道建築物耐震
改修等補助金交付要綱

建築指導課

その他
耐震診断の実施が義務付けられた緊急輸送道路沿道建築物の耐震改
修工事にかかる費用の一部を補助

耐震診断義務対象沿道建築物耐震
改修等補助金交付要綱

建築指導課

その他
耐震診断の実施が義務付けられた緊急輸送道路沿道建築物の除却に
かかる費用の一部を補助

耐震診断義務対象沿道建築物耐震
改修等補助金交付要綱

建築指導課

その他 地域公共交通の導入等に関する補助
地域提案型交通システム導入支援
補助金交付要綱

都市計画課

団体活動 景観形成協議会等の活動に対する補助 景観形成協議会等補助金交付規程 街なみ景観課

その他
旧東海道藤沢宿街なみ継承地区内における歴史的建築物の保全や、
街なみの修景整備に関する経費の一部を補助

旧東海道藤沢宿街なみ修景等に関
する補助金交付要綱

街なみ景観課

その他 空き家空き家改修設計費、改修工事費及び耐震改修工事費に対する補助 空き家利活用事業補助金交付要綱 住宅政策課
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左の財源内訳＜(  )内は団体直接交付分＞

一般財源国庫支出金 県支出金等
款＼区分 団　　体　　名 補助金額 開始年度

単年度
補助金

市立小・中・特別支援学校教育
研究会 10,605 10,605 平成３０年度

市立中学校課外活動運営委員会 42,323 〔2,600〕 39,723 昭和５５年度

藤沢の子どもたちのためにつな
がる会

325 325 平成３０年度

文化財保存管理者 500 500 昭和６３年度

藤沢市文化団体連合会 2,000 2,000 平成２５年度

市民シアター第九を唱う会 1,800 1,800 平成１９年度

(公財)藤沢市みらい創造財団 128,366 〔6,610〕 121,756 平成　４年度

藤沢市体育協会 3,650 3,650 昭和２６年度

藤沢市レクリエーション協会 450 450 昭和５１年度

藤沢市地区社会体育振興協議会 9,555 9,555 昭和３６年度

藤沢市スポーツ少年団本部 700 700 平成　２年度

東京２０２０大会に関連する予
防接種費用を負担した者

8,247 8,247 令和　３年度 単年度

256,406  221,130    

199,311

一般会計 合計       229 件 3,270,575 2,588,866〔204,173〕

(20,328)

計       12 件 208,521 

(28,276)

〔9,210〕

教育費
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(単位：千円)

内　　　　　　　　容
　藤沢市補助金交付規則以外の
　条例・規則・要綱等

担当課補助分類

団体活動
市立小・中・特別支援学校における教育的課題の研究を深めること
で、教育の発展を図るための補助

市立小・中・特別支援学校教育課
程推進事業等補助金交付要綱

教育指導課

団体活動
市立中学校教育の充実を図るとともに保護者の経済的負担の軽減を
図るための補助（県支出金等欄〔 　〕内はスポーツ振興基金繰入
金）

市立中学校課外活動費補助金交付
要綱

教育総務課

団体運営
児童生徒の健全育成を目的とした市立小・中・特別支援学校の保護
者と教職員で組織する藤沢の子どもたちのためにつながる会に対す
る補助

藤沢の子どもたちのためにつなが
る会補助金交付要綱

教育総務課

団体活動 市指定文化財の修理費等に対する補助
市指定重要文化財等修理等補助金
交付要綱

郷土歴史課

団体活動
文化団体が実施する次世代育成事業及び郷土文化拡充事業に対する
補助

郷土芸術文化推進事業補助金交付
要綱

文化芸術課

団体活動 市民シアター第九演奏会等に対する補助
市民シアター第九演奏会事業補助
金交付要綱

文化芸術課

団体活動
芸術文化事業実施等に対する補助（県支出金等欄〔　〕内は文化振
興基金繰入金）

芸術文化振興事業補助金交付要綱 文化芸術課

団体活動
競技スポーツの推進のため、種目協会の統括団体である体育協会へ
の補助

体育協会補助金交付要綱 スポーツ推進課

団体活動 レクリエーション活動の推進を図るための補助
レクリエーション協会補助金交付
要綱

スポーツ推進課

団体活動
地域スポーツの推進のため、地区社会体育振興協議会(３５地区)へ
の補助

地区社会体育振興協議会活動費補
助金交付要綱

スポーツ推進課

団体活動 スポーツ少年団の活動の充実を図るための補助
スポーツ少年団本部補助金交付要
綱

スポーツ推進課

給付､利子
東京２０２０大会に関連して、訪日外国人と接する機会の多い業務
やボランティア活動に従事するため、感染予防として予防接種を
行った者に対する補助

（仮）東京２０２０大会に向けた
麻しん・風しん予防接種費用助成
金交付要綱

東京オリンピック・パ
ラリンピック開催準備
室

－ 18 －


