
平 成 ２７年 度 予 算 補 助 金 一 覧 表
(単位 千円)

款＼区分 団　　体　　名 補助金額 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

1 議会費 藤沢市議会議員厚生会 1,188 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

計       1 件 1,188 

2 総務費 聶耳記念碑保存会 355 友好都市史跡保存のための事業費補助 聶耳記念碑保存会補助金交付要綱 平和国際課

3 横浜弁護士会 123 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

4 地域活動団体 2,221 地域に密着して活動する団体に対する補助 地域活動支援補助金交付要綱
各市民センター・
公民館

5 地域まちづくり事業実施団体 5,704 地域まちづくり事業に対する補助
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

6 公益的市民活動団体 2,000 公益的な市民活動を行う団体の組織基盤強化事業に対する補助 公益的市民活動助成事業要綱 市民自治推進課

7 自治（町内）会 21,487 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

8 地域の縁側実施団体 6,236 地域の縁側を運営する団体等に対する補助 地域の縁側事業補助金交付要綱 市民自治推進課

9 藤沢市納税貯蓄組合連合会 270 納税貯蓄組合連合会への運営費補助
納税貯蓄組合連合会補助金交付要
綱

納税課

10 自主防災組織 8,660 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 防災危機管理室

11 津波避難施設整備事業者 20,000 
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を実施する事業者に対する補助

津波避難施設整備事業費補助金交
付要綱

防災危機管理室

12 指定防災井戸所有者 1,000 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 防災危機管理室

計       11 件 68,056 

13
環　境
保全費

住宅用等太陽光発電設置者 24,800 住宅用等太陽光発電システム設置に対する補助
住宅用等太陽光発電システム設置
費補助金交付要綱

環境総務課

14 電気自動車購入者 4,500 電気自動車導入に対する補助 電気自動車導入補助金交付要綱 環境総務課

15 雨水貯留槽設置者 900 雨水貯留槽購入に対する補助 雨水貯留槽購入費補助金交付要綱 環境総務課

16 エネファーム設置者 12,500 エネファーム設置に対する補助
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

※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。
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平 成 ２７年 度 予 算 補 助 金 一 覧 表
(単位 千円)
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※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。

17
環　境
保全費

石川丸山ホタル保存会 169 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 公園みどり課

18 藤沢市交通安全協会 824 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

19 藤沢北交通安全協会 824 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

20 藤沢安全運転管理者会 76 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

21 藤沢北安全運転管理者会 76 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

22
藤沢青少年交通安全連絡協議
会 52 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

23
藤沢北青少年交通安全連絡協
議会 52 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

24 藤沢市交通安全対策協議会 1,121 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

25 片瀬海岸二丁目町内会 360 片瀬江ノ島駅前車輌通行止めゲート開閉事業に対する補助
片瀬江ノ島駅前車両通行止めゲー
ト開閉事業補助金交付要綱

防犯交通安全課

26 藤沢市防犯連合協議会 3,432 自主防犯団体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

27 藤沢市防犯連合協議会 99,116 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

28 自治（町内）会等 4,005 地域防犯活動拠点施設の設置及び運営に対する補助
安全・安心ステーション補助金交
付要綱

防犯交通安全課

29 自治（町内）会 5,959 防犯カメラの設置費に対する補助
地縁団体による防犯カメラ設置事
業実施要綱

防犯交通安全課

30 藤沢市防犯連合協議会 219,245 ＬＥＤ防犯灯設置費・既存防犯灯のＬＥＤ化補修等に対する補助 防犯灯補助金交付要綱 防犯交通安全課

31 合併処理浄化槽設置者 12,729 
生活排水による公共用水域の水質汚濁を軽減するため、合併処理浄
化槽を設置する住宅に対する補助

合併処理浄化槽設置補助金交付要
綱

下水道業務課

計       19 件 390,740 

32 民生費 藤沢市遺族会 66 戦没者の追悼並びに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 福祉総務課

33
（社福）藤沢市社会福祉協議
会 150,653 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 福祉総務課
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34 民生費
藤沢市原爆被災者の会（白藤
会） 21 会の運営及び会員の福祉増進を図るための補助

原子爆弾被爆者相互相談育成事業
補助金交付要綱

福祉総務課

35
（公財）藤沢市まちづくり協
会 39,402 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

高齢者支援課

36
（社福）藤沢市社会福祉協議
会 2,763 地域福祉の推進及び地域活動ホームの運営に対する補助 地域福祉推進事業補助金交付要綱 福祉総務課

37
（社福）藤沢市社会福祉協議
会 10,475 地区ボランティアセンター運営に対する補助

地区ボランティアセンター事業補
助金交付要綱

福祉総務課

38 特別養護老人ホーム等 9,700
特別養護老人ホーム等の介護人材の育成と定着を図るための研修事
業等に対する補助

特別養護老人ホーム等人材育成定
着事業助成要綱

介護保険課

39 地域密着型サービス事業所 4,340
地域密着型サービス事業所の介護人材の育成と定着を図るための研
修事業等に対する補助

地域密着型サービス事業所人材育
成定着事業助成要綱

介護保険課

40 介護職員初任者研修受講者 1,200 
介護職員初任者研修を受講し、市内事業所へ就労した者に対する補
助

介護人材育成支援事業補助金交付
要綱

介護保険課

41
（社福）藤沢市社会福祉協議
会 500

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

福祉総務課

42
（社福）藤沢市社会福祉協議
会 35,384 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

福祉総務課

43
地域ささえあいセンター整備
事業実施団体 6,500 地域ささえあいセンターの整備に対する補助

地域ささえあいセンター整備事業
補助金交付要綱

高齢者支援課

44 社会福祉法人藤沢育成会 6,791
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

45 社会福祉法人光友会 1,377
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

46 社会福祉法人マロニエ会 2,776
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

47 社会福祉法人ひばり 2,941
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

48 社会福祉法人創 3,154
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

49 社会福祉法人県央福祉会 2,278
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

50 社会福祉法人藤沢ひまわり 899
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
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51
社会福祉法人電機神奈川福祉
センター 17,462 湘南地域就労援助センター運営に対する補助

地域就労援助センター事業費補助
金交付要綱

障がい福祉課

52 民生費 社会福祉法人光友会 3,961 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

53
障がい者グループホームの新
規設置者 2,000 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

54 社会福祉法人光友会 3,804 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

55 社会福祉法人光友会 12,200 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

56 社会福祉法人藤沢ひまわり 6,704 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

57 第２ひまわり 9,300
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

58 カフェ・ドゥ・そーじゃん 9,300
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

59 ワークショップポトピ 9,300
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

60 Caféすばる 9,300
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

61 善行ひばりの家 9,300
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

62 朝日ねんどの会 9,130
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

63 ピープルファクトリー 9,300
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

64 フリークラブ湘南 9,300
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

65 第２木曜クラブ 9,300
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

66 第４木曜クラブ 9,300
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

67 ジョブサポートひまわり 7,500
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
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68 藤沢市老人クラブ連合会 2,355 老人クラブの組織の強化、啓発広報等の活動費補助 老人クラブ補助金交付要綱 高齢者支援課

69 単位老人クラブ 6,298 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 高齢者支援課

70 民生費 社会福祉法人共生会 3,479
老人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

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

71 社会福祉法人上村鵠生会 5,475
老人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

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

72 社会福祉法人喜寿福祉会 7,677
老人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

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

73 社会福祉法人八寿会 5,445
老人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

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

74 社会福祉法人永寿会 5,607
老人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

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

75 社会福祉法人聖隷福祉事業団 21,505
老人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

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

76 社会福祉法人富士白苑 17,911
老人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

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

77 社会福祉法人等 1,400 
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

78 医療法人篠原湘南クリニック 120,000 医療法人による介護老人保健施設の整備に対する補助
介護老人保健施設整備費補助金交
付要綱

介護保険課

79 社会福祉法人茅徳会 266,000 社会福祉法人による介護老人福祉施設の整備に対する補助
老人福祉施設施設整備費補助金交
付要綱

介護保険課

80 社会福祉法人上村鵠生会 87,500 社会福祉法人による介護老人福祉施設の整備に対する補助
老人福祉施設施設整備費補助金交
付要綱

介護保険課

81 社会福祉法人カメリア会 107,800 社会福祉法人による介護老人福祉施設の整備に対する補助
老人福祉施設施設整備費補助金交
付要綱

介護保険課

82 子育て支援活動実施団体 480 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

83 幼児二人同乗用自転車購入者 12,000 幼児二人同乗用自転車の購入費に対する補助
幼児二人同乗用自転車購入費補助
金交付要綱

子育て給付課

84
母子家庭の母及び父子家庭の
父 612

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(自立支援教育訓練給付金)

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
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(単位 千円)
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85
母子家庭の母及び父子家庭の
父 20,228

資格取得のため２年以上養成機関で修業した母子家庭の母及び父子
家庭の父に対する補助(高等職業訓練促進給付金)

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

86
母子家庭の母及び父子家庭の
父

750
高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する母子家庭の
母及び父子家庭の父に対する補助(高等学校卒業程度認定試験合格
支援給付金)

(仮）高等学校卒業程度認定試験合
格支援給付金支給要綱

子育て給付課

87 民生費 社会福祉法人ユーカリ福祉会 42,464 高砂保育園民営化に伴う引継ぎ保育に係る人件費補助
藤沢市立高砂保育園民営化に伴う
引継ぎ保育に係る補助金交付要綱

保育課

88
社会福祉法人六会・遠藤福祉
会他５法人 12,794 社会福祉法人が運営する保育所の用地賃借料に対する補助

法人立保育所用地賃借料補助金交
付要綱

保育課

89 社会福祉法人湘南児童福祉会 4,179 分園を設置する法人に対する賃借料補助 分園設置運営補助要綱 保育課

90
社会福祉法人高谷福祉会他７
法人 191,301 保育所を設置する法人に対する賃借料等の補助

保育所建物設置賃借料補助金交付
要綱

保育課

91 認可保育所設置法人 52,162
新たに賃借型認可保育所を設置する法人に対する施設整備費等の補
助

保育所建物設置賃借料補助金交付
要綱

子育て企画課

92 届出保育施設 1,462 届出保育施設に対する運営費補助
届出保育施設利用者支援事業費補
助金交付要綱

保育課

93 入園待機児童の保護者 39,250
認可保育所に入園できずに届出保育施設を利用している保護者に対
する保育料補助

認可外保育施設保育料助成金交付
要綱

保育課

94 藤沢型認定保育施設 44,387 藤沢型認定保育施設に対する運営費補助
藤沢型認定保育施設補助金交付要
綱

保育課

95 認可を目指す届出保育施設 66,638 認可を目指す届出保育施設に対する運営費等の補助
届出保育施設運営支援事業補助金
交付要綱

子育て企画課

96
小規模保育事業への移行を目
指す届出保育施設 18,300

小規模保育事業を設置する事業者に対する改修費及び賃借料等の補
助

小規模保育事業整備促進補助金交
付要綱

子育て企画課

97 藤沢市私立幼稚園協会 4,030 幼児教育の充実発展を図るための運営費に対する補助 幼稚園協会等補助金交付要綱 保育課

98 藤沢市幼児教育協議会 600 幼児教育の充実発展を図るための運営費に対する補助 幼稚園協会等補助金交付要綱 保育課

99 幼稚園等の設置者又は代表者 809,976
幼稚園等の設置者又は代表者が行った保育料等の減免相当額に対す
る補助

私立幼稚園等就園奨励費補助金交
付要綱

保育課

100 藤沢市私立幼稚園等 20,813
幼稚園等が行う園具・教材教具等の購入、健康管理事業に要した経
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

101 藤沢市私立幼稚園 13,200
幼稚園が行う預かり保育にかかる人件費及び保育経費等に対する補
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
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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。

102
長時間預かり保育を実施する
私立幼稚園 6,528 幼稚園が行う長時間預かり保育にかか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

103
施設型給付に移行した幼稚園
の設置者又は代表者 3,227

施設型給付に移行した幼稚園の設置者又は代表者が行った保育料等
の減免額に対する補助

（仮）給付型幼稚園保育料助成金
交付要綱

保育課

104 家庭的保育者 960 家庭的保育を実施する施設の賃借料補助
家庭的保育施設賃借料補助金交付
要綱

保育課

105 民生費 (公財)藤沢市みらい創造財団 28,089 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

計       74 件 2,480,563 

106 衛生費 妊婦健康診査受診者 9,120
里帰り出産などで妊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

妊婦健康診査助成金交付要綱 子ども健康課

107 特定不妊治療を受けた者 82,198
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

108 不育症治療を受けた者 1,500 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

109 藤沢市医師会 101,076 
休日昼間及び土曜日、休日の夜間並びに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 保健医療総務課

110 藤沢市医師会 615 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 保健医療総務課

111 藤沢市薬剤師会 12,496 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 保健医療総務課

112 藤沢市医師会 11,360 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 保健医療総務課

113 藤沢市医師会 78,226 夜間の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 保健医療総務課

114 藤沢市医師会 4,320 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

保健医療総務課

115 藤沢市歯科医師会 10,421 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 保健医療総務課

116 医療機関 4,365 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

保健医療総務課

117 (公財)藤沢市保健医療財団 20,480 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

保健医療総務課

118 救急医療機関 10 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

保健医療総務課
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119 公衆浴場 750 公衆浴場設備整備費補助
公衆浴場設備整備費補助金交付要
綱

保健医療総務課

120 藤沢市歯科医師会 1,971
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

保健医療総務課

121 藤沢市医師会 12,466 医師会立湘南看護専門学校の運営に対する補助
医師会立看護専門学校運営費補助
金交付要綱

保健医療総務課

122 衛生費 藤沢市生活環境連絡協議会 2,259 
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

生活環境団体活動推進費補助金交
付要綱

環境総務課

123
猫飼育家庭及び飼い主のいな
い猫管理者 656 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

124
家庭用電動生ごみ処理機購入
者 7,200 家庭用電動生ごみ処理機購入者に対する補助

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

125 藤沢市資源回収協同組合 429,190 資源回収事業補助 資源回収事業補助金交付要綱 環境事業センター

126 浄化槽清掃実施家庭 11,016 
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

計       21 件 801,695 

127 労働費 湘南地域労働者福祉協議会 234 地域勤労者の福祉の充実を図るための事業の運営に対する補助
湘南地域労働者福祉協議会補助金
交付要綱

産業労働課

128 勤労者住宅資金等借入者 38,326 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

129 湘南地区メーデー実行委員会 582 労働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

130 藤沢市技能職団体連絡協議会 1,335 伝統的技能の継承と若年技能者の育成に対する補助
技能職団体連絡協議会補助金交付
取扱要綱

産業労働課

計       4 件 40,477 

131
農林水
産業費

宮原自治会 270 宮原地域活性化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

132 農水産物加工団体 1,209 市内農水産物を利用した加工特産品の開発に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

133 さがみ農協藤沢市果樹部 396
薬剤散布の際に発生する園外飛散の低減に有効な防薬ネットの導入
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

134 さがみ農協藤沢市ハウス部 541
病害虫への防除能力を有する微生物を製剤化した農薬の導入に対す
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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135 水田耕作者(エコファーマー) 40,000 有機農業者またはエコファーマーによる水田耕作に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

136 さがみ農業協同組合 74 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

137 農業制度資金利用者 1,368 農業振興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

138
農林水
産業費

新規就農者 15,000 青年就農者に対する給付金 青年就農給付金給付要綱 農業水産課

139 農業後継者、新規就農者 260 県立かながわ農業アカデミーへ就学する就農希望者等に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

140 さがみ農協藤沢市花卉温室部 827 花卉農家への有望品種導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

141 さがみ農協藤沢市花卉温室部 627 花卉農家への播種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

142 さがみ農協藤沢市花卉温室部 596 花卉農家への液肥混入器導入に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

143 遊休農地等活用団体等 410 
遊休農地、荒廃農地を解消し、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

144
さがみ農業協同組合・湘南野
菜出荷推進協議会 22,568 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

145
さがみ農業協同組合・湘南野
菜出荷推進協議会 10,000 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

146 市内出荷団体 8,020 市内産野菜の市内市場出荷に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

147 湘南野菜出荷推進協議会 1,794 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

148 市内市場団体 3,400 市内市場各団体が行う湘南野菜普及推進事業に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

149 さがみ農業協同組合 3,487 
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

150 藤沢市畜産会 3,307 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

151
さがみ農協藤沢市酪農部・養
豚部 1,946 

能力、資質の優れた家畜の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
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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。

152 さがみ農協藤沢市酪農部 1,000 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

153 市内畜産農家 68,639 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

154 藤沢市畜産会 5,000 
突発的な施設・整備の改修や更新等に対応するため、藤沢市畜産会
が創設する基金の造成に対する補助

農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

155 水利組合 5,281 農業用水路浚渫事業への補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

156
農林水
産業費

水利組合 12,234 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

157
宮原地域保全活動組織他３団
体 9,226 

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

158
江の島片瀬漁業協同組合他１
組合 2,151 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

159 江の島片瀬漁業協同組合 935 定置網漁業の漁獲共済掛金に対する補助
農水産業振興対策事業補助金交付
要綱

農業水産課

160
江の島片瀬漁業協同組合他１
組合 5,125 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

計       30 件 225,691 

161 商工費
エコアクション２１等認証取
得事業実施企業 480 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

162 藤沢商工会議所 26,245 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

163
ふじさわ産業フェスタ実行委
員会 4,200 

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

164
大学連携型起業家育成施設入
居企業等 6,700 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

165 コミュニティビジネス事業者 663 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

166 （公財）湘南産業振興財団 43,806 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

167 市内に立地する企業等 2,916 県産業集積促進（支援）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

168 市内に立地する企業等 3,000 
ロボット関連事業等を行う企業のオフィスビル等への入居に対する
賃料補助

重点産業立地促進助成金交付要綱 産業労働課
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169
商店街団体、（公社）藤沢市
商店会連合会 10,575 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

170
ふじさわ元気バザール実行委
員会 6,900 

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

171 商店街団体 14,000 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補助金交
付要綱

産業労働課

172 商店街団体 15,500 商店街団体が設置した街路灯の電灯料補助
商店街経営基盤支援事業補助金交
付要綱

産業労働課

173 商工費 商店街団体 1,117 商店街団体が実施する防犯カメラの設置に対する補助
商店街経営基盤支援事業補助金交
付要綱

産業労働課

174 藤沢商工会議所 5,000 
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

175 街なみ継承地区新規出店者等 2,996 
商業集積を目的とした街なみ継承地区への新規出店事業者等に対す
る補助

（仮）街なみ継承地区魅力向上店
舗集積事業補助金交付要綱

産業労働課

176 （公社）藤沢市商店会連合会 7,109 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

177 住宅リフォーム実施者 20,000 住宅リフォーム実施に対する補助 住宅リフォーム助成金交付要綱 産業労働課

178 市制度融資等利用者 15,866 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

179 市制度融資等利用者 33,755 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

180 神奈川県信用保証協会 116 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

181 （公社）藤沢市観光協会 64,098 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

観光課

182
（公社）藤沢市観光協会他３
団体

4,450 
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、サイクルチャレンジカップ藤
沢）に対する補助

観光振興事業補助金交付要綱 観光課

183
江の島海水浴場営業組合他２
組合 7,343 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 観光課

184 藤沢市夏期海岸対策協議会 18,511 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 観光課

計       24 件 315,346 

－ 11 －



平 成 ２７年 度 予 算 補 助 金 一 覧 表
(単位 千円)

款＼区分 団　　体　　名 補助金額 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。

185 土木費
（公財）藤沢市まちづくり協
会 22,161 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

186 住宅災害防止資金借入者 222 
住宅災害防止資金を借り入れた際の利子補助（平成２２年３月３１
日廃止）

住宅災害防止等資金の融資に関す
る要綱

開発業務課

187
既存建築物耐震促進事業実施
者 2,100 

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

188
既存建築物耐震促進事業実施
者 27,900 

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

189
既存建築物耐震促進事業実施
者 200 

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

190 土木費
既存建築物耐震促進事業実施
者 150 

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支援補助
金交付制度要綱

建築指導課

191
既存建築物耐震促進事業実施
者 1,500 

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支援補助
金交付制度要綱

建築指導課

192
既存建築物耐震促進事業実施
者

10,127 
耐震改修促進法における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断に
かかる費用の一部を補助（要緊急安全確認大規模建築物に該当する
ものに限る）

要緊急安全確認大規模建築物耐震
診断補助金交付要綱

建築指導課

193
一般乗合旅客自動車運送事業
者 14,000 

車両及び情報提供施設等のバリアフリー化に資する施設の導入に対
する補助

地域公共交通バリア解消促進事業
補助金交付要綱

都市計画課

194 湘南モノレール株式会社 16,666 湘南モノレール湘南江の島駅のエレベーター設置に対する補助
鉄道駅舎エレベーター設置補助金
交付要綱

都市計画課

195 景観形成協議会等 200 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

196
旧東海道藤沢宿街なみ修景等
に関する事業実施者 7,800

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

計       12 件 103,026 

197 教育費
公立特別支援学校肢体不自由
教育部門通学者の付添保護者 792 

公立特別支援学校肢体不自由教育部門通学者の付添保護者に対して
交通費を補助

県立市立特別支援学校(肢体不自由
教育部門)通学費補助金交付要綱

教育指導課

198
市立中学校課外活動運営委員
会 46,070 

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

市立中学校課外活動費補助金交付
要綱

教育総務課

199 藤沢市ＰＴＡ連絡協議会 100 ＰＴＡ連絡協議会運営費補助 ＰＴＡ連絡協議会補助金交付要綱 学校教育企画課

200 文化財保存管理者 598 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
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201 藤沢市文化団体連合会 1,420
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

202 市民シアター第九を唱う会 3,000 第１０回市民シアター第九演奏会に対する補助
市民シアター第九演奏会補助金交
付要綱

文化芸術課

203 (公財)藤沢市みらい創造財団 119,537 芸術文化事業実施に対する事業費補助 芸術文化振興事業補助金交付要綱 文化芸術課

204 藤沢市体育協会 3,450 
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

205 藤沢市レクリエーション協会 390 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

206
藤沢市地区社会体育振興協議
会 4,305 

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

207 教育費 藤沢市スポーツ少年団本部 700 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

計       11 件 180,362 

一般会計 合計       207 件 4,607,144 
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