
  ５款 労働費   １項 労働費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 労政費 1,561,360 2,064,074   △ 502,714 8,487 1,474,288 78,585 2 給料 16,827 1 給与費 31,191

一般職　４人 31,191(1)

3 職員手当等 9,177 2 労政対策費 24,550

労政対策事務費 2,188(1)

扶養手当 勤労者情報の提供436

地域手当 広報紙「ゆとり」・労働行政概要の発行516

通勤手当 各種団体負担金629 150

時間外勤務手 労働啓発事業費 2,969(2)800

当 労働安全衛生講座開催

休日勤務手当 　職業体験事業「キッズジョブ2017」開催50

期末手当 勤労者福利厚生助成費 18,950(3)4,118

勤勉手当 　勤労者福祉サービスセンター事業費補助金2,628 18,000

　富士地区労働者福祉協議会補助金 400

4 共済費 5,187 　勤労者協議会補助金 300

　富士地区労働組合会議補助金 100

7 賃金 627 　連合静岡メーデー補助金 100

　富士地域労働組合連合会補助金 50

8 報償費 755 労働統計調査事業費 443(4)

賃金実態調査

9 旅費 25 3 雇用対策費 18,700

就職支援事業費 2,905(1)

普通旅費 内職相談（毎週火曜日・金曜日実施）25

富士・富士宮地区合同企業ガイダンス補助金 800

11 需用費 688 （地方創生推進交付金事業）

　ＵＪＩターン促進協議会補助金 1,478

消耗品費 求職支援事業費 1,971(2)158

食糧費 （地方創生推進交付金事業）8

印刷製本費 　一般求職者向け合同企業面接会522

就労総合支援センター事業費 13,824(3)

12 役務費 407 （地方創生推進交付金事業）

　若者キャリアサポート促進事業

広告料 4 技能振興費 1,739396

筆耕翻訳料 技能者表彰事業費 411(1)11

　技能功労者・優秀技能者表彰

13 委託料 20,033 技能振興事業費 863(2)

 ５款  労働費
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  ５款 労働費   １項 労働費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

14 使用料及び賃 296 技能者奨励金交付

借料 技能職団体連絡協議会補助金 400

技能フェスティバル開催事業補助金 280

19 負担金、補助 33,456 全国菓子大博覧会補助金 100

及び交付金 マイスター事業費 465(3)

マイスター認定

負担金 ものづくり教室開催150

補助金 5 勤労者資金貸付費 1,485,18033,306

勤労者住宅建設資金貸付事業費 1,375,608(1)

21 貸付金 1,473,882 　過年度分市預託金　　　　1,366,394

　勤労者住宅建設資金利子補給金 9,214

勤労者教育資金貸付事業費 100,694(2)

　過年度分市預託金　　　　　 98,997

　勤労者教育資金利子補給金 1,697

勤労者くらしの資金貸付事業費 8,878(3)

　過年度分市預託金　　　　　　8,491

　勤労者くらしの資金利子補給金 387

2 勤労者総合 82,233 83,457     △ 1,224 82,233 11 需用費 4,350 1 勤労者総合福祉センター管理費 82,233

福祉センタ 勤労者総合福祉センター運営管理事業費 77,883(1)

ー費 修繕料 施設運営管理（指定管理）4,350

勤労者総合福祉センター施設管理事業費 4,350(2)

13 委託料 77,883 施設維持管理

外壁改修

3 高齢者就業 33,637 33,519 118 900 32,737 11 需用費 4,581 1 高齢者就業センター管理費 7,637

費 高齢者就業センター施設管理事業費 7,637(1)

消耗品費 施設維持管理47

光熱水費 空調機取替1,440

修繕料 2 高齢者就労支援費 26,0003,094

高齢者就労支援事業費 26,000(1)

13 委託料 3,050 　シルバー人材センター事業費補助金 24,000

　高齢者活用生活援助サービス事業補助金 2,000

14 使用料及び賃 6

借料

 ５款  労働費
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  ５款 労働費   １項 労働費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 26,000

及び交付金

補助金 26,000

1,677,230 2,181,050   △ 503,820 8,487 1,475,188 193,555計

 ５款  労働費
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  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 農業委員会 53,634 60,432     △ 6,798 3,368 498 49,768 1 報酬 11,778 1 給与費 48,548

費 農業委員　１９人 7,128(1)

2 給料 19,685 農地利用 適化推進委員　２７人 4,650(2)

一般職　５人 36,770(3)

3 職員手当等 11,112 2 農業委員会費 5,086

農地法調整事業費 5,003(1)

管理職手当 農業委員会だより発行　　　　　　 4,000部785

扶養手当 　農地調査図データ作成607

地域手当 県農業委員会ネットワーク機構会費630 673

住居手当 　富士地区農業委員会協議会負担金260 206

通勤手当 　富士地区農業委員会職員協議会負担金562 40

時間外勤務手 農地利用集積活動事業費 83(2)751

当 　農地銀行活動事業

休日勤務手当 50

期末手当 4,596

勤勉手当 2,871

4 共済費 6,355

7 賃金 2,492

8 報償費 10

9 旅費 127

費用弁償 20

普通旅費 107

11 需用費 608

消耗品費 378

食糧費 5

印刷製本費 225

12 役務費 231

 ６款  農林水産業費
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  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

通信運搬費 231

13 委託料 303

18 備品購入費 14

19 負担金、補助 919

及び交付金

負担金 919

2 農業総務費 91,209 94,784     △ 3,575 901 90,308 2 給料 42,849 1 給与費 85,622

一般職　１２人 85,622(1)

3 職員手当等 28,608 2 農業管理費 5,587

農業管理事務費 5,587(1)

管理職手当 785

扶養手当 1,620

地域手当 1,352

住居手当 719

通勤手当 1,137

時間外勤務手 5,807

当

休日勤務手当 330

期末手当 10,339

勤勉手当 6,519

4 共済費 14,883

7 賃金 4,742

9 旅費 65

普通旅費 65

 ６款  農林水産業費
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  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

11 需用費 62

消耗品費 5

印刷製本費 57

3 農業振興費 73,236 52,149 21,087 29,280 3,106 40,850 4 共済費 424 1 農業振興費 70,119

農業振興地域整備計画事務費 1,497(1)

7 賃金 4,826 　農用地管理システム保守・データ更新

担い手育成総合支援事業費 12,507(2)

8 報償費 53 　青年就農支援補助金 9,000

農業再生協議会負担金 200

9 旅費 68 農業経営支援事業費 5,537(3)

　農業近代化資金利子補給金 487

普通旅費 　農業経営基盤強化資金利子助成金68 34

　環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 6

11 需用費 549 　６次産業化促進支援事業補助金 350

　経営体育成支援事業補助金 2,400

消耗品費 茶園転換支援事業補助金147 2,100

印刷製本費 柑橘苗植栽推進補助金402 160

農地中間管理事業費 13,294(4)

12 役務費 865 地域集積協力金 1,805

経営転換協力金 9,000

通信運搬費 農業団体支援事業費 29,101(5)845

筆耕翻訳料 農業振興活動費補助金20 2,850

農作物被害対策事業補助金 450

13 委託料 4,844 農作物被害対策防除事業費補助金 1,250

鳥獣被害防止総合対策事業補助金 1,600

14 使用料及び賃 312 わな猟免許取得費補助金 64

借料 柑橘類選果設備導入支援補助金 20,000

県東部農業共済組合負担金 2,847

18 備品購入費 52 　県グリーンツーリズム協会負担金 30

　その他各種団体負担金 10

19 負担金、補助 61,243 水田営農振興事業費 1,079(6)

及び交付金 　確認野帳システム保守

茶業推進事業費 6,778(7)

 ６款  農林水産業費
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  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

負担金 （地方創生推進交付金事業）3,287

補助金 　富士のお茶販路拡大・情報発信57,956

　茶園被覆資材支援事業補助金 3,000

富士のお茶振興推進事業補助金 200

市茶手揉保存会育成補助金 400

茶園集積推進事業補助金 250

世界緑茶協会負担金 200

地産地消推進事業費 150(8)

県内供給野菜産地育成事業補助金 50

　学校給食地場産品導入事業補助金 100

農林水産業功労者表彰事業費 176(9)

農林水産業功労者表彰

2 遊休農地活用事業費 3,117

ファミリー農園事業費 506(1)

　農園用農地借上　　　 　　8か所　 9,303㎡

農業アカデミー事業費 211(2)

農業アカデミー運営事業

農地借上　　　　　　　　 2か所　 2,262㎡

耕作放棄地再生利用対策事業費 2,400(3)

荒廃農地等利活用促進事業費補助金 2,400

4 畜産業費 108 117         △ 9 108 9 旅費 20 1 畜産業振興費 108

畜産業振興事業費 108(1)

普通旅費 家畜疾病予防消毒薬購入20

富士地域家畜保健衛生推進協議会負担金 63

11 需用費 25

消耗品費 25

19 負担金、補助 63

及び交付金

負担金 63

5 土地改良費 333,409 319,106 14,303 31,835 72,900 1,016 227,658 2 給料 19,533 1 給与費 35,610

 ６款  農林水産業費
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  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

3 職員手当等 10,249 一般職　５人 35,610(1)

2 土地改良管理費 1,805

扶養手当 土地改良管理事務費 1,805(1)217

地域手当 農道台帳管理事業負担金590 30

住居手当 県営事業連合会負担金584 567

通勤手当 その他各種団体負担金263 40

時間外勤務手 会議、研修会出席者負担金830 61

当 3 県単土地改良費 33,227

休日勤務手当 農業農村整備事業費（中川） 24,064(1)50

期末手当 　排水路工　Ｌ＝48ｍ4,685

勤勉手当 農業農村整備事業費（伝法中桁） 9,163(2)3,030

　排水路工　Ｌ＝85ｍ

4 共済費 5,828 　用地取得　Ａ＝42㎡

4 県営土地改良事業負担金 59,588

9 旅費 89 農道保全対策事業費 10,000(1)

　工事費（舗装補修） 　　　　　　 25％負担

普通旅費 農村災害対策事業費（沼川水系） 8,221(2)70

特別旅費 工事費（遠隔装置・制御施設）　　15％負担19

河川応急事業費（沼田新田） 7,647(3)

11 需用費 230 工事費（吐出口改修） 　　　　　　8％負担

基幹水利施設ストックマネジメント事業費（浮島） 1,000(4)

消耗品費 実施設計 　　　　　　　　　　　 25％負担31

印刷製本費 農業農村整備調査費（伝法） 2,000(5)199

調査費　　　　　　　　　　　　　50％負担

12 役務費 1,679 農業農村整備調査費（四ヶ郷） 2,000(6)

調査費　　　　　　　　　　　　　50％負担

通信運搬費 富士南麓地域農業拠点整備事業費 28,720(7)967

手数料 工事費（駐車場整備） 　　　　　 25％負担712 22,925

用地取得　Ａ＝1,254㎡、補償一式

13 委託料 458 5 土地改良区助成費 174,835

事務費等助成費 1,900(1)

15 工事請負費 31,800 　土地改良区事務費補助金

農業施設管理助成費 18,736(2)

17 公有財産購入 5,443 　富士川用水共用施設維持管理費

費 　　　　　　　　　　　　負担分補助金

 ６款  農林水産業費

340 341



  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

19 負担金、補助 257,584 水利施設整備事業助成費（富士東部） 10,000(3)

及び交付金 水利施設整備事業補助金

農林漁業資金償還助成費 144,199(4)

負担金 農林漁業資金償還補助金（元金）54,571 132,177

補助金 農林漁業資金償還補助金（利子）203,013 12,022

6 農用地地域共同活動費 28,328

22 補償、補填及 500 農用地地域共同活動事業費 28,328(1)

び賠償金 農地・農業用水等の保全活動

多面的機能支払補助金 28,178

補償金及び補 　ふじのくに美しく品格のある邑づくり500 80

填金 　　　　　　　　　　　　　　　　連合負担金

7 ふるさと・水と土基金積立費 16

25 積立金 16 ふるさと・水と土基金積立事業費 16(1)

　ふるさと・水と土基金積立金

6 農業施設管 70,528 59,189 11,339 3,700 4,201 62,627 11 需用費 14,854 1 農業施設管理費 70,528

理費 農道管理費 36,211(1)

消耗品費 農道等農業施設維持修繕133

燃料費 会議、研修会参加者負担金20 30

印刷製本費 農業用水・排水施設管理事業費 16,297(2)30

光熱水費 農業用施設の管理10,381

修繕料 排水機場等の運転4,290

新幹線側道関連整備事業費 4,800(3)

12 役務費 42 ガード下舗装工　　Ｎ＝5か所

前田送水管撤去事業費 1,900(4)

手数料 実施設計12

保険料 農免富士川線落石防止柵設置事業費 5,000(5)30

落石防止柵設置工　Ｌ＝ 31ｍ

13 委託料 14,932 新東名高速道路跨道橋維持管理事業費 6,320(6)

点検・診断　　　　Ｎ＝  2橋

15 工事請負費 39,770

16 原材料費 400

 ６款  農林水産業費

342 343



  ６款 農林水産業費   １項 農業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

17 公有財産購入 500

費

19 負担金、補助 30

及び交付金

負担金 30

622,124 585,777 36,347 64,483 76,600 9,722 471,319計

  ６款 農林水産業費   ２項 林業費

1 林業総務費 60,431 50,256 10,175 264 60,167 2 給料 23,081 1 給与費 49,077

一般職　６人 49,077(1)

3 職員手当等 17,928 2 林業管理費 11,354

林業管理事務費 9,853(1)

管理職手当 林地台帳整備地番図作成　28.1k㎡785

扶養手当 県山林協会負担金499 375

地域手当 富士流域林業活性化センター負担金729 282

住居手当 富士地区林業振興対策協議会負担金358 557

通勤手当 会議、研修会出席者負担金524 20

時間外勤務手 山林保護対策事業費 1,501(2)5,779

当 山林監視員　3人

休日勤務手当 林野火災予防事業補助金50 350

期末手当 ふじもとみどりの少年団活動費補助金5,618 50

勤勉手当 有害鳥獣駆除事業補助金3,586 450

田子浦海岸保安林を守る会補助金 200

4 共済費 8,335

7 賃金 1,876

8 報償費 360

9 旅費 94

 ６款  農林水産業費

344 345



  ６款 農林水産業費   ２項 林業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

普通旅費 84

特別旅費 10

11 需用費 36

消耗品費 36

13 委託料 6,437

19 負担金、補助 2,284

及び交付金

負担金 1,234

補助金 1,050

2 林業振興費 115,501 92,153 23,348 29,434 285 85,782 8 報償費 56 1 林業振興費 115,501

森林被害木対策事業費 13,302(1)

9 旅費 51 松くい虫被害木伐倒破砕　　　　　　28

松くい虫防除薬剤地上・空中散布　45.7ha

普通旅費 松くい虫・塩害被害木調査23

特別旅費 塩害被害木除去　　　 　　　　　　 9528

塩害被害木補植　　　　　　 　　1,100本

11 需用費 572 海岸保安林保護

造林育成事業費 49,423(2)

消耗品費 森林保険料　　　　　　　　　　 26.40ha272

修繕料 施業管理300

　新植　　　　　　　　　　　　　2.93ha

12 役務費 125 　補植　　　　　　　　　　　　　3.59ha

　主伐　　　　　　　 　　　　　 7.00ha

保険料 　　間伐　　　　　　　 　　　　　25.47ha125

　　下刈　　　　　　　　　　　　　4.69ha

13 委託料 61,071 　　地拵　　　　　　　　　　　　　6.00ha

　富士川地区市有林境界確定

15 工事請負費 3,500 　市有林施業計画策定

 ６款  農林水産業費

346 347



  ６款 農林水産業費   ２項 林業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

16 原材料費 1,142 鹿防護柵設置　　　　　　　　　　 1,195ｍ

無人航空機（ドローン）　　　　　　　 1台

18 備品購入費 482 無人航空機（ドローン）操縦技術者 730

　　　　　　　　　　　　　養成講座負担金

19 負担金、補助 48,502 林業振興事業費 51,326(3)

及び交付金 （地方創生推進交付金事業）

　富士ヒノキ販路開拓支援

負担金 未利用間伐材活用事業872

補助金 　　　　　　（市民協働事業提案制度）47,630

林地保全事業補助金　　　　　 制水工250基 1,000

　間伐事業補助金　　　　　　　　　　　80ha 6,000

しずおか林業再生プロジェクト推進事業

　　間伐補助金　　　　　　　　　　　　30ha 1,688

　　簡易作業路補助金　　　　　　　 3,000ｍ 1,200

林業・木材産業構造対策事業

　　林業機械補助金　　　　　　　　　　 1件 13,590

　造林事業補助金　　　　　　　　　　　19ha 1,722

富士ヒノキの家建築助成事業補助金　　70棟 21,000

森林整備地域活動支援事業補助金 1,430

みなと森と水ネットワーク会議負担金 50

林業センター管理事業費 720(4)

維持管理

森林ふれあい事業費 730(5)

森づくり体験学習

木工教室

林業作業安全講習会負担金 92

3 林道維持修 29,119 29,719       △ 600 29,119 13 委託料 20,000 1 林道維持修繕費 29,119

繕費 林道維持管理事業費 29,119(1)

15 工事請負費 8,000 林道維持管理

　　林道中里線　外59路線

16 原材料費 1,119 　林道丸火公園線待避所整備　　　　Ｌ＝40ｍ

4 林業施設整 86,568 97,815    △ 11,247 9,900 27,900 48,768 2 給料 7,877 1 給与費 17,602

備費 一般職　２人 17,602(1)

 ６款  農林水産業費

348 349



  ６款 農林水産業費   ２項 林業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

3 職員手当等 6,847 2 県単林道整備費 41,783

愛鷹線舗装事業費 17,335(1)

扶養手当 舗装　　　　　　　Ｌ＝615ｍ　 Ｗ＝5.0ｍ149

地域手当 猪之平線開設事業費 3,100(2)240

通勤手当 用地測量　　　　　Ｌ＝280ｍ200

時間外勤務手 黒坂線開設事業費 3,680(3)3,052

当 用地測量　　　　　Ｌ＝318ｍ

休日勤務手当 中里線改良事業費 17,668(4)50

期末手当 法面改良　　　　　Ｌ＝37ｍ1,922

勤勉手当 3 県営林道整備事業負担金 25,7201,234

吉津金丸線改良事業費 25,720(1)

4 共済費 2,878 　県営事業負担金　　Ｌ＝430ｍ  1／3負担 19,400

4 事業事務費 1,463

9 旅費 151 事業事務費 1,463(1)

普通旅費 151

11 需用費 1,312

消耗品費 679

印刷製本費 583

修繕料 50

13 委託料 17,403

15 工事請負費 30,700

19 負担金、補助 19,400

及び交付金

負担金 19,400

5 保健休養林 34,029 37,057     △ 3,028 933 1,294 31,802 9 旅費 12 1 保健休養林管理費 34,029

費 保健休養林運営管理事業費 17,880(1)

普通旅費 　丸火自然公園施設維持管理（指定管理）12

 ６款  農林水産業費

350 351



  ６款 農林水産業費   ２項 林業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

11 需用費 2,373 須津山休養林施設維持管理

野田山健康緑地公園施設維持管理

消耗品費 はたご池公園施設維持管理59

燃料費 休養林内施設整備10

光熱水費 東海自然遊歩道連絡協議会負担金504 50

修繕料 丸火自然公園整備事業費 16,149(2)1,800

芝すべり場整備

12 役務費 429 　中央広場浄化槽取替

バーベキュー場椅子改修

手数料 429

13 委託料 13,600

15 工事請負費 17,455

18 備品購入費 110

19 負担金、補助 50

及び交付金

負担金 50

325,648 307,000 18,648 40,531 27,900 1,579 255,638計

  ６款 農林水産業費   ３項 水産業費

1 水産業振興 2,257 2,385       △ 128 2,257 9 旅費 65 1 水産業振興費 2,257

費 水産業振興事業費 1,760(1)

普通旅費 　漁港駐車場トイレ管理65

　水産振興推進補助金 500

11 需用費 35 　漁業近代化資金利子補給補助金 137

　各種団体負担金 123

消耗品費 水産資源確保育成事業費 497(2)5

修繕料 　富士川稚鮎放流事業30

 ６款  農林水産業費

352 353



  ６款 農林水産業費   ３項 水産業費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

13 委託料 1,111 富士川下流市連絡会負担金 111

マダイ稚魚放流事業負担金 175

19 負担金、補助 1,046

及び交付金

負担金 409

補助金 637

2,257 2,385       △ 128 2,257計

 ６款  農林水産業費

354 355



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

1 産業政策総 260,410 265,373     △ 4,963 99 260,311 2 給料 118,292 1 給与費 254,906

務費 一般職　３０人 254,906(1)

3 職員手当等 95,453 2 産業政策管理費 5,504

産業政策管理事務費 5,504(1)

管理職手当 工業振興会議開催4,231

扶養手当 支援制度ＰＲパンフレット作成3,276

地域手当 中小企業振興基本条例検討4,948

住居手当 1,707

通勤手当 3,574

時間外勤務手 27,950

当

休日勤務手当 1,000

期末手当 29,316

勤勉手当 18,587

単身赴任手当 864

4 共済費 41,545

7 賃金 2,536

8 報償費 404

9 旅費 1,257

普通旅費 1,153

特別旅費 104

11 需用費 907

消耗品費 282

食糧費 9

印刷製本費 616

14 使用料及び賃 16

借料

 ７款  商工費

356 357



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

2 産業政策推 1,140,548 1,293,815   △ 153,267 126,386 188,000 826,162 4 共済費 981 1 産業政策推進費 870,299

進費 企業立地推進事業費 703,940(1)

7 賃金 6,558 企業支援・誘致推進員　　1人

企業立地促進奨励金 695,247

8 報償費 15,575 本社機能移転・拡充促進事業補助金 2,500

県企業立地市町推進連絡会会費 118

9 旅費 967 日本立地センター賛助会費 126

　会議、研修会出席者負担金 15

普通旅費 経営革新促進事業費 5,939(2)665

特別旅費 　専門家（アドバイザー）派遣302

事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援

11 需用費 1,240 　生産現場改善リーダー養成

　（地方創生推進交付金事業）

消耗品費 　　産業財産権取得事業補助金603 3,000

印刷製本費 　海外特許等取得事業補助金562 600

修繕料 　産学連携ものづくりチャレンジ補助金75 1,500

　新産業セミナー開催負担金 210

12 役務費 1,191 販路開拓支援事業費 9,595(3)

（地方創生推進交付金事業）

広告料 　中小企業者等はばたき支援事業補助金25 4,800

手数料 　中小企業者等海外販路開拓支援事業補助金1,166 4,200

　外国語版ウェブサイト整備事業補助金 300

13 委託料 103,220 　富士貿易協議会海外経済視察参加負担金 270

産業支援センター事業費 68,795(4)

14 使用料及び賃 65 中小企業等個別相談

借料 創業支援施設運営

ウェブサイトリニューアル

19 負担金、補助 822,751 （地方創生推進交付金事業）

及び交付金 　販路開拓支援

産業支援機関連携促進事業費 25,816(5)

負担金 商工振興活動費補助金9,436 5,000

補助金 　富士中小企業相談所補助金813,315 10,000

　市商工会補助金 7,600

21 貸付金 188,000 　県中小企業団体中央会負担金 350

 ７款  商工費

358 359



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

県国際経済振興会負担金 1,000

日本貿易振興機構静岡貿易情報ｾﾝﾀｰ負担金 820

富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金 500

富士山麓Ａ＆Ｓフェア開催負担金 100

産業経済問題懇話会負担金 200

中小企業家同友会全県フォーラム負担金 6

富士貿易協議会負担金 100

　産業のまちネットワーク推進協議会負担金 30

地域ブランド推進事業費 56,214(6)

ふるさと納税制度特産品等配布

　（地方創生推進交付金事業）

　　富士ひのき製品を活用した新産業創出

　　地域おこし・特産品振興支援事業補助金 1,700

県東部地域スポーツ産業振興協議会負担金 210

2 中小企業金融対策費 270,249

中小企業経営活性化資金貸付事業費 188,140(1)

　融資枠 2,000,000

（市預託金　188,000）

資金貸付事業事務補助金 140

小口資金融資事業費 5,600(2)

利子補給金 2,800

事務負担金 2,800

短期経営改善資金融資事業費 1,080(3)

利子補給金 1,000

事務負担金 80

環境保全資金融資事業費 28(4)

利子補給金 28

経済変動対策貸付資金融資事業費 65,000(5)

利子補給金 63,000

事務負担金 2,000

小規模企業者貸付資金融資事業費 3,780(6)

　利子補給金 3,400

　事務負担金 380

マル経融資事業費 4,200(7)

　利子補給金 4,200

 ７款  商工費

360 361



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

開業パワーアップ支援資金融資事業費 2,421(8)

利子補給金 2,300

事務負担金 121

3 工業振興費 16,407 7,655 8,752 3,107 13,300 8 報償費 363 1 工業振興費 16,407

地下水等保全事業費 1,452(1)

9 旅費 643 湧水量調査

　岳南地域地下水利用対策協議会負担金 1,423

普通旅費 地場産業振興事業費 5,896(2)414

特別旅費 　功績者市長顕彰229

県紙業振興大会補助金 250

11 需用費 141 　県製紙工学技術者研修事業補助金 400

　富士地域再生家庭紙利用促進協議会負担金 2,000

消耗品費 　東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを活用した137 100

食糧費 　　　　　　　地域活性化推進首長連合負担金4

　（地方創生推進交付金事業）

12 役務費 17 　　富士山紙フェア負担金 3,000

異業種連携促進事業費 2,000(3)

筆耕翻訳料 富士山麓医療関連機器製造業者等17

　　　　　　　　　　　交流会運営

13 委託料 3,272 ものづくり人材育成事業費 1,260(4)

サイエンスショー開催

18 備品購入費 648 企業等ＯＢ人材活用事業負担金 700

発明くふう展負担金 450

19 負担金、補助 11,323 ＣＮＦ実用化推進事業費 5,799(5)

及び交付金 先進事例の調査研究

ＣＮＦ常設展示コーナー設置

負担金 （地方創生推進交付金事業）7,673

補助金 　ＣＮＦ研究会開催3,650

　産学連携ＣＮＦチャレンジ補助金 2,000

　　ＣＮＦトライアル事業補助金 1,000

4 商業振興費 28,781 57,238    △ 28,457 4,018 24,763 8 報償費 350 1 商業振興費 16,643

商業振興事務費 396(1)

9 旅費 353 中心市街地活性化支援事業費 11,788(2)

 ７款  商工費

362 363



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

空き店舗等活用促進事業

費用弁償 富士健康印商店会ＴＭＯ事業補助金20 500

普通旅費 ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ吉原ＴＭＯ事業補助金143 500

特別旅費 あなたも商店主事業補助金190 3,600

吉商本舗にぎわい創出事業補助金 500

11 需用費 4,997 吉原宿一の市事業補助金 800

吉原宿宿場まつり事業補助金 1,200

消耗品費 　富士本町軽トラ市事業補助金82 300

食糧費 地域特産品推進事業費 1,009(3)23

印刷製本費 　ご当地グルメシティセールス事業補助金292 800

修繕料 商業振興助成費 3,450(4)4,600

　産業まつり商工フェア補助金 2,700

13 委託料 4,601 　商業振興費補助金 750

2 産業交流展示場費 12,138

18 備品購入費 1,180 産業交流展示場運営管理事業費 5,958(1)

　施設運営管理（指定管理）

19 負担金、補助 17,300 　富士のふもとの大博覧会開催事業負担金 5,650

及び交付金 産業交流展示場施設管理事業費 6,180(2)

外壁ロゴ・スチールドア修繕

負担金 基礎立上りクラック修繕5,650

補助金 大展示場床不陸修繕11,650

5 観光費 156,311 172,739    △ 16,428 6,525 7,100 20,196 122,490 8 報償費 2,023 1 観光推進費 66,176

観光推進事業費 14,251(1)

9 旅費 597 観光基本計画推進会議開催

（地方創生推進交付金事業）

普通旅費 　観光パンフレット等作成328

特別旅費 　工場夜景活用推進269

　工場夜景事業補助金 200

11 需用費 14,637 　富士地域観光振興協議会負担金 4,350

　県観光協会運営会費 1,022

消耗品費 　富士山自然休養林保護管理協議会負担金898 360

燃料費 富士山をいつまでも美しくする会負担金558 234

食糧費 　富士地区観光協議会負担金48 20

印刷製本費 　新富士駅観光案内所負担金3,661 1,500

 ７款  商工費

364 365



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

光熱水費 県大型観光キャンペーン負担金3,210 282

修繕料 富士箱根伊豆国際観光テーマ地区6,262 250

　　　　　　　　　　　静岡県協議会負担金

12 役務費 1,567 日本富士山協会負担金 250

静岡空港利用促進協議会負担金 840

通信運搬費 身延線沿線活性化促進協議会負担金113 10

広告料 全国「道の駅」連絡会会費850 20

手数料 　全国工場夜景サミット参加都市負担金564 150

保険料 観光ボランティア推進事業費 550(2)40

　（地方創生推進交付金事業）

13 委託料 19,060 　　観光ボランティアガイド養成

　　工場夜景ガイド養成

14 使用料及び賃 466 　観光ボランティアガイド事業補助金 200

借料 富士山百景推進事業費 6,537(3)

　（地方創生推進交付金事業）

15 工事請負費 10,433 　　富士山百景写真コンテスト開催

　　大淵笹場保全活用

18 備品購入費 40 　　　　　　　 （市民協働事業提案制度）

富士山眺望点整備

19 負担金、補助 107,488 観光助成費 30,060(4)

及び交付金 富士まつり補助金 18,000

あっぱれ富士開催補助金 3,400

負担金 かりがね祭り開催補助金9,358 3,800

補助金 ふじかわ夏まつり開催補助金98,130 3,800

竹かぐや活動事業補助金 760

アートクラフトフェア開催補助金 300

歴史・自然活用事業費 2,694(5)

須津川渓谷エリアマップ作成

富士川歴史街道看板設置

（地方創生推進交付金事業）

　　岩本山観光誘客促進事業

おもてなし推進事業費 7,874(6)

　まちの駅支援及び情報発信

　まちの駅ネットワーク事業補助金 670

　コンベンション等開催事業補助金 7,000

 ７款  商工費

366 367



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

富士山活用推進事業費 4,210(7)

富士山登山ルート3776登頂イベント支援

（地方創生推進交付金事業）

　富士山登山ルート3776事業推進

2 富士山観光交流ビューロー費 60,000

富士山観光交流ビューロー助成費 60,000(1)

富士山観光交流ビューロー事業活動補助金

3 観光施設整備費 30,135

観光施設管理事業費 1,044(1)

　観光施設修繕

　観光案内看板等清掃管理

道の駅富士管理事業費 29,091(2)

　施設維持管理

　屋上・トップライト等防水

　道の駅連絡会会費 70

6 計量費 143 1,743     △ 1,600 1 1 141 9 旅費 82 1 計量費 143

計量事業費 143(1)

普通旅費 計量啓発17

特別旅費 全国特定市計量行政協議会負担金65 18

11 需用費 43

消耗品費 43

19 負担金、補助 18

及び交付金

負担金 18

7 新富士駅都 38,383 73,355    △ 34,972 22,500 64 15,819 8 報償費 210 1 新富士駅都市施設管理費 38,383

市施設費 新富士駅都市施設運営管理事業費 5,353(1)

11 需用費 33,033 　施設運営管理（指定管理）

新富士駅都市施設施設管理事業費 33,030(2)

食糧費 　空調機取替3

 ７款  商工費

368 369



  ７款 商工費   １項 商工費

本　年　度 前　年　度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳

目 特　　　定　　　財　　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一般財源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　　額
説 明

千円

節

千円

修繕料 やすらぎの広場噴水修繕33,030

13 委託料 5,140

8 富士川楽座 73,960 51,208 22,752 55,800 18,160 8 報償費 165 1 富士川楽座施設管理費 73,960

施設費 富士川楽座施設管理事業費 73,960(1)

9 旅費 34 施設運営管理（指定管理）

　外壁防水

普通旅費 空調機取替34

11 需用費 15,545

消耗品費 45

修繕料 15,500

13 委託料 3,180

14 使用料及び賃 6,036

借料

15 工事請負費 49,000

1,714,943 1,923,126   △ 208,183 136,118 85,400 212,279 1,281,146計

  ７款 商工費 　　項 市場費

市場費 0 3,846     △ 3,846 （廃目）

0 3,846     △ 3,846計

 ７款  商工費

370 371


