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１ 令和 3 年度 事業報告 

１ 理事会の開催 

回数 日時・会場 出席者 議 事 

第１回 令和 3 年 4 月 8日 

＜書面による開催＞ 

 

 ①臨時評議員会の開催 

②理事候補者の推薦 

③評議員候補者の推薦 

第２回 令和 3 年 4 月 21 日 

＜書面による開催＞ 

 ①理事長の選定 

 

第３回 令和 3 年 6 月 1日 

＜WEB 会議による開催＞ 

理事 5 名 

監事 1 名 

①職務執行状況の報告 

②令和 2 年度事業報告及び財務諸表の承認 

③令和 2年度資産運用実績報告の承認 

④令和 3年度定時評議員会の開催 

第４回 令和 3 年 7 月 1日 

＜書面による開催＞ 

 

 ①臨時評議員会の開催 

②理事候補者の推薦 

③監事候補者の推薦 

④評議員候補者の推薦 

第５回 令和 4 年 2 月 7日 

＜WEB 会議による開催＞ 

理事 5 名 

監事 2 名 

①職務執行状況の報告 

②令和 4年度事業計画及び収支予算 

③令和 4年度資産運用方針 

④臨時評議員会の開催 

⑤理事候補者の推薦 

 

２ 評議員会の開催 

回数 日時・会場 出席者 議 事 

第１回

臨 時 

令和 3 年 4 月 16 日 

＜書面による開催＞ 

 ①理事の選任 

②評議員の選任 

定 時 令和 3 年 6 月 24 日 

＜書面による開催＞ 

 ①令和 2 年度事業報告及び財務諸表の承認  

②令和 2年度資産運用実績報告の承認 

第２回

臨 時 

令和 3 年 7 月 9日 

＜書面による開催＞ 

 

 ①理事の選任 

②監事の選任 

③評議員の選任 

第３回 

臨 時 

令和 4 年 2 月 25 日 

＜書面による開催＞ 

 ①令和 4 年度事業計画及び収支予算の承認 

②理事の選任 
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３ 財政支援事業 

(1) 資金貸付事業 

市町等が起債して行う災害対策事業及び公共施設整備事業に対し、静岡県知事の起債

同意、起債許可又は届出の範囲内で直接貸付をした。 

   ア 貸付団体  22 団体（14 市、4 町、4一部事務組合） 

   イ 貸 付 額  2,192,400 千円 

   ウ 貸付期日  令和 4 年 3 月 24 日 

   エ 貸付条件  12 年（2年据置 10 年半年賦償還）、年利 0.2％ 

           15 年（3年据置 12 年半年賦償還）、年利 0.3％ 

 

(2) 市町交付金交付事業 

市町交付金（ハロウィンジャンボ交付金）は、総額 389,023,582 円を令和 4 年 3 月 7

日に交付決定し、同年 3月 25 日に 33 市町に対し交付した。 

 

４ 市町村振興事業 

   決算額は、令和 4 年 3 月末において金額が確定済みのものはその金額、未確定のもの

は助成決定額等により当法人が確認した金額に基づいて記載しています。 

 

(1) 市町連携強化推進事業 （決算額：48,199,000 円） 

市町フレンドシップ推進事業（調査研究等事業） 

ア 広域調査研究事業（決算額：28,222,000 円） 

市町等が実施した広域的な課題についての調査・研究に関する次の 9 事業に対し助成

した。 

実施主体 事業内容 助成額 

一般社団法人美しい伊豆

創造センター（沼津市、

熱海市、三島市、伊東

市、下田市、伊豆市、伊

豆の国市、東伊豆町、河

津町、南伊豆町、松崎

町、西伊豆町、函南町） 

伊豆地域の旅行商品の開発及び効果的

なプロモーションを目的としたデジタ

ルマーケティング調査の実施 

2,000,000 円 

伊豆地域の魅力的なコンテンツを活用

したプログラムの開発及び流通促進 
440,000 円 

サイクルツーリズムに関する域内の現

状把握調査及び行動計画の策定 
1,333,000 円 

各市町、施設運営事業者及び企業等に

対するワーケーションに関するヒアリ

ング調査の実施 

1,200,000 円 
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静岡県重要港湾連携連絡

会議（富士市、御前崎

市、牧之原市） 

田子の浦港と御前崎港を結ぶ新たな航

路や港を拠点とした観光ルートに関す

る調査研究 

3,052,000 円 

個別施設計画に関する協

議会（焼津市、島田市） 

個別施設計画に基づく公共施設等の再

編方針等に係るマスタープランの策定

等 

7,720,000 円 

志太３市高校生地元企業

就職促進協議会（藤枝

市、島田市、焼津市） 

高校生の就職・インターンシップに関す

る調査の実施等 
4,477,000 円 

川根本町・吉田町地域イ

ノベーション推進事業実

行委員会（川根本町・吉

田町） 

地域資源を活用した新たなコンセプト

の地域活性化事業の実施及び特産品等

の開発 

4,000,000 円 

御前崎港客船誘致協議会

（御前崎市、牧之原市） 

御前崎港からの２次交通の課題及び可

能性の検討等 
4,000,000 円 

 

イ 事務共同化事業（決算額：9,481,000 円） 

事務の効率化や住民サービスの一層の向上のために複数の市町等が実施した次の 1 事

業に対し助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

松崎町・河津町 
松崎町・河津町における水道台帳シス

テムの共同化 
9,481,000 円 

 

ウ 広域イベント・広報事業（決算額：10,496,000 円） 

広域での地域活性化を推進するためイベント、シンポジウム及び広報を行った次の 6

事業に対し助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

富士山ネットワーク会

議企画研究会（富士宮

市、富士市、御殿場市、

裾野市、小山町） 

移住相談会への参加及び図柄入り富士山

ナンバープレートの普及促進等 
654,000 円 
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Tokyo2020 自転車ロード

開催市町競技普及推進

協議会（御殿場市、裾野

市、小山町） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会自転車競技（ロード）開催市町の

機運醸成を目的としたイベントの開催 

4,800,000 円 

一般社団法人美しい伊

豆創造センター（沼津

市、熱海市、三島市、伊

東市、下田市、伊豆市、

伊豆の国市、東伊豆町、

河津町、南伊豆町、松崎

町、西伊豆町、函南町） 

サイクリングイベントの開催及び各種イ

ベントへの出展による「サイクリングリ

ゾート伊豆」のＰＲ等 

1,333,000 円 

伊豆半島の食資源を活用した商品のＰＲ

及び伊豆半島地域のホテル温泉旅館事業

者との協働による合同企業説明会の実施

等 

1,702,000 円 

志太３市起業ネットワ

ーク推進協議会（藤枝

市、島田市、焼津市） 

起業希望者を対象としたセミナー及び交

流会の開催等 
1,200,000 円 

３市１町広域観光連携

協議会（島田市、焼津市、

藤枝市、川根本町） 

県内高速道路沿い施設での観光PRの実施

等 
807,000 円 

 

エ 広域職員ネットワーク事業（決算額：0 円） 

広域行政又は地域づくりの推進のため複数市町の職員が共同で調査・研究を行ったグ

ループに対し助成する。※令和３年度実績なし。 

 

(2) 市町広域合同研修助成事業 （決算額：11,600,854 円） 

近隣の複数市町等が合同で職員の資質向上とともに、相互啓発による意識改革、相互連

携を図ることを目的に、職員の研修事業を行う市町等に対し、研修経費の一部を助成した。 

（開催数：93 講座） 

 

(3) 市町村職員中央研修所派遣助成事業 （決算額：247,273 円） 

多様化する住民ニーズに即した市町村行政が推進されるよう市町職員の能力向上を図る

ため、全国市町村研修財団が運営する市町村職員中央研修所に派遣する職員の研修経費を

助成した。                   （助成対象受講者：11 市町 17 人） 
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(4) 国際文化研修所派遣助成事業 （決算額：226,889 円） 

国際化の進展に伴い増加する外国人居住者に対応する行政ニーズの多様化に対応するた

め、全国市町村研修財団が運営する全国市町村国際文化研修所に派遣する職員の研修経費

を助成した。                    （助成対象受講者：8 市 17 人） 

 

(5) 自治大学校派遣助成事業 （決算額：725,000 円） 

市町における幹部職員となりうる人材の養成を図るため、総務省が設置する自治大学校

に派遣した職員の研修経費を助成した。        （助成対象受講者：4 市 6 人） 

 

(6) 全国建設研修センター派遣助成事業 （決算額：1,486,000 円） 

土木・建築等の技術革新が進む中において、市町の技術職員の資質の向上を図るため、

全国建設研修センターに派遣する職員の研修経費を助成した。 

 （助成対象受講者：9市及び 1団体 20 人） 

 

(7) 消防大学校派遣助成事業 （決算額：3,675,400 円） 

地域住民の生命と財産を守る消防職員の資質の向上を図るため、総務省消防庁の設置し

た消防大学校に派遣する職員の研修経費を助成した。 

（助成対象受講者：6市及び 6 団体 19 人） 

 

(8) 国土交通大学校派遣助成事業 （決算額：194,985 円） 

市町の技術職員の資質の向上を図るため、国土交通大学校に派遣する職員の研修経費を

助成した。                     （助成対象受講者：5 市 9 人） 

 

(9) ふじのくに防災フェロー養成講座受講助成事業 （決算額：0 円） 

南海トラフ大地震に対する防災・減災対策の推進が急務とされる中、防災に係る専門的

知識・技能を有する職員の養成を図るため、ふじのくに防災フェロー養成講座に派遣する

職員の研修経費を助成する。※３年度実績なし。 

 

(10) 地域振興セミナー開催助成事業 （決算額：5,101,000 円） 

県内各地域の抱える地域課題等の解決の一助となることを目的に開催する、セミナー、

シンポジウム、講習会等の事業を実施した市町等に対し、30 万円を限度に事業経費の一部

を助成した。 
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市町等名 事業内容 助成額 

島田市 

住民主体のまちづくりを推進するためのワークショ

ップの開催 
173,000 円 

オンラインを活用した、理想の島田市に関する市民

同士の意見交換の実施 
150,000 円 

市民向けのオンライン講座を開催できる人材の育成

を目的とした講座の開催 
48,000 円 

市内事業所及び市民等を対象とした性の多様性に関

する講演会の開催 
73,000 円 

政策・方針決定過程や地域活動への女性の参画促進

を目的とした講座の開催 
184,000 円 

菊川市 

男女共同参画についての市民の意識啓発を目的とし

た講演会の開催 
133,000 円 

市内の小学生親子を対象とした防災に関するワーク

ショップの開催 
223,000 円 

災害時の食及び女性の視点から見た防災活動等に関

する講演会の開催 
253,000 円 

焼津市 
地域全体の保育に対する理解・関心の向上を目的と

したセミナーの開催 
300,000 円 

三島市 

遺伝学研究所のあるまち・三島としての地域づくり

を図るための遺伝学に関する講座の開催 
47,000 円 

家庭や地域社会における男女共同参画に関する講座

の開催 
190,000 円 

地域の防災力向上を目的とした講演会の開催 154,000 円 

掛川市 

既存の婚活サポーターの活動の活性化及び新たなサ

ポーターの育成を目的とした講演会の開催 
83,000 円 

女性の働き方の選択肢を広げ、能力を発揮できる働

き方を考えるセミナーの開催 
113,000 円 

結婚希望者を対象としたセミナー等の開催 96,000 円 

裾野市 
「持続可能な地域コミュニティづくり」を目的とし

た研究会の開催 
55,000 円 
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沼津市 

協働に関する事例や手法を学ぶためのセミナーの開

催 
82,000 円 

家庭を持つ男性等を対象とした家事・育児への参画

の重要性に関するセミナーの開催 185,000 円 

男女共同参画の視点を地域活動等に活かすための方

法に関する講座の開催 
79,000 円 

市民及び市内事業所等を対象としたワーク・ライ

フ・バランスの実践を促進するためのセミナーの開

催 

75,000 円 

「ダイバーシティ」・「インクルージョン」推進の意

義やメリットに関するセミナーの開催 
112,000 円 

政治分野における男女共同参画の推進の必要性に関

する講座の開催（新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため中止） 

35,000 円 

男女共同参画の視点からの防災等に関する講座の開

催 
160,000 円 

手話や「聞こえないこと」への理解を深め、共生社

会を実現するためのセミナーの開催 
179,000 円 

地域コミュニティ活動に関する講義及び活動発表会

の開催 
65,000 円 

小山町農商工

連携協議会 

地域の特産である「山椒」を活用した町民向けの料

理セミナーの開催（新型コロナウイルス感染症感染

拡大防止のため中止） 

16,000 円 

富士市 

まちづくりセンターを活用したコミュニティビジネ

ス導入等に関する講座の開催 
265,000 円 

「富士市ＳＤＧｓ未来都市計画」の周知及び産学金

官の体制の構築を目的としたシンポジウムの開催 
300,000 円 

地区まちづくり協議会の人材育成・担い手の拡大を

目的とした広報講座の開催 
164,000 円 

地区まちづくり協議会の人材育成・担い手の拡大を

目的とした会計講座の開催 
137,000 円 
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清水町 

男女共同参画の推進を目的とした、仕事にも家庭に

も生かせる男女のコミュニケーション術に関する講

演会の開催 

200,000 円 

牧之原市 

牧之原市自治基本条例の施行 10 年を記念したシン

ポジウムの開催（新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため中止） 

18,000 円 

藤枝市 
農業経営の手法及び経営改善のために実践すべき取

組み等に関するセミナーの開催 
98,000 円 

袋井市 
防災の分野における男女共同参画の重要性に関する

セミナーの開催 
175,000 円 

御前崎市 
市内企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進

を目的とした講演会の開催 
165,000 円 

吉田町 

男性の家事・育児への参加促進を目的とした子育て

に関する講演会の開催 
210,000 円 

町内企業の従業員を対象とした男女共同参画に関す

る講演会の開催 
33,000 円 

富士地区男女

共同参画連絡

会 

少子化対策に繋がるアイディアを検討するためのワ

ークショップの開催 
73,000 円 

 

(11) 地域づくりアドバイザー派遣支援事業 （決算額：330,000 円） 

個性的で魅力ある地域づくりを進めるため、地域づくりアドバイザーを招聘し講演会等

を開催した市町（4 市 5名）に対し、静岡県と共同で報償費等の経費の一部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

裾野市 
パラサイクリングの概要及び障がいについての考

え方や向き合い方に関する講演会等の開催 
30,000 円 

磐田市 

小規模多機能自治の考え方や今後進むべき方向性

に関する研修会の開催 
100,000 円 

住民ニーズの把握や地域課題の解決に向けた「中学

生以上全住民アンケート」に関する講演会の開催 
70,000 円 

袋井市 
まちづくり協議会の活動報告及び今後のまちづく

り協議会の運営方法等に関する講演会の開催 
100,000 円 
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下田市 
地域づくりの土台づくりという視点をテーマとし

た講演会の開催 
30,000 円 

 

(12) 地域づくり推進助成事業 （決算額：116,382,130 円） 

地域資源を活かした特色ある地域づくりを支援するため、交流・定住人口の拡大、観光

振興促進、地域活性化のための広報やイベント、市町の直面する諸課題に対する海外事情

調査及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催・大会開催後のレガシ

ー創出に関連して地域振興の増進を図るための事業を実施した市町等に対し、事業費の全

部又は一部を助成した。 

また、移住・交流施策の推進を支援する移住交流推進機構（ＪＯＩＮ）に加入し、その

年会費 300,000 円を負担した。 

市町名 事業内容 助成額 

裾野市 

東京 2020 オリンピック聖火リレースタート地点で

のおもてなし応援及びセレモニーの実施 
1,837,000 円 

市制施行 50 周年を記念した子育てをテーマとした

シンポジウムの開催 
2,000,000 円 

オンライン等で開催される移住相談会への参加及び

市内見学ツアーの実施 
140,000 円 

御前崎市 

交流・関係人口の拡大を目的としたレンタルサイク

ル事業の実施及びその広報活動の実施等 
804,665 円 

主にファミリー層を対象とした市内回遊イベントの

開催 
3,300,000 円 

松崎町 

文化財施設旧依田邸を活用したワークショップの開

催 
100,000 円 

「松崎町のうた」の周知・広報活動の実施 138,302 円 

移住体験ツアーの実施及び移住相談会への出展等 1,250,000 円 
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藤枝市 

「フード台北 2021」への出展 500,000 円 

合唱を通じた地域の活性化及び他地域との交流促進

を目的とした合唱祭の開催（新型コロナウイルス感

染症感染拡大防止のため中止） 

1,111,000 円 

清水町 

創業・起業の支援・機運醸成を図るためのセミナー

の開催及び地元高校生と事業者との連携によるイベ

ントの開催 

2,650,000 円 

魅力ある社会教育施設の実現に向けた住民参画ワー

クショップの開催 
297,000 円 

東伊豆町 

県外で開催される移住相談会等への参加及び東伊豆

の魅力を体感してもらうためのイベントの開催等 
2,000,000 円 

玉川高島屋での「雛のつるし飾り」を活用した観光

ＰＲイベントの開催 
973,334 円 

沼津市 

サイクリングとその他の体験メニュー等を組み合わ

せた観光プランの造成及びその発信 
1,427,800 円 

市内で開催されるイベントへの「Ｓｅａ級グルメ全

国大会」ＰＲブースの出展 
300,000 円 

市内会場での大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」グラン

ド・プレミア in伊豆の国の様子の放映及びドラマ

第１回放送のパブリックビューイングの実施 

198,000 円 

深海魚に関する講演会及びサイクルツアーの開催 200,000 円 

大河ドラマ・地域の魅力再発見に関するパネル展示

及び首都圏向けの情報発信 
290,000 円 

伊東市 

地元高校生との連携によるオリンピック・パラリン

ピック啓発ツールの作成及びそれを活用した聖火リ

レーウェルカムプログラムの実施等 

864,490 円 
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富士市 岳南電車を活用したイベントの実施及び情報発信等 3,000,000 円 

吉田町 
福岡県八女市との交流及び町ＰＲキャラクターを活

用したシティプロモーションの実施 
4,400,000 円 

牧之原市 

市内の高校生等を対象としたファシリテーション研

修及び地域課題の解決を目的としたプログラムの実

施 

1,003,511 円 

米国サーフィンチーム事前合宿の受入れ及び交流イ

ベントの実施等 
1,077,474 円 

湖西市 

県内外及びオンラインで開催される移住・定住イベ

ントへの参加等 
2,319,635 円 

市公式ＬＩＮＥ登録者を対象とした特産品等のプレ

ゼントキャンペーンの実施及び市の魅力体験イベン

トの実施 

189,310 円 

Ｂリーグのイベント「湖西市デー」へのブース出展

による観光ＰＲの実施 
65,370 円 

一般社団法人美し

い伊豆創造センタ

ー（沼津市、熱海

市、三島市、伊東

市、下田市、伊豆

市、伊豆の国市、

東伊豆町、河津

町、南伊豆町、松

崎町、西伊豆町、

函南町） 

ＳＮＳを活用した情報発信等 6,500,000 円 

ＹｏｕＴｕｂｅ等のオンラインツールを活用した情

報発信及び関係団体との連携による観光ＰＲの実施

等 

13,406,000 円 

東京オリンピック・パラリンピック開催期間中にお

ける東京メディアセンターでの観光ＰＲの実施 
169,000 円 

大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」ゆかりの地ＰＲを目

的としたメディアプロモーション、スタンプラリー

及びメディア・エージェントセールスの実施等 

3,900,000 円 

ファムトリップの実施等による東南アジア向け旅行

商品の開発 
3,500,000 円 
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掛川市 
「かけがわ茶エンナーレ 2020＋1」における市民プ

ログラムの開催 
4,400,000 円 

焼津市 ターントクルこども館開館記念イベントの開催 1,699,104 円 

川根本町 

閑散期の誘客を目的とした冬キャンプモニターツア

ーの実施等 
1,210,000 円 

地域文化継承等の課題解決策を探る勉強会及び伝統

芸能の活動報告会の実施 
749,100 円 

菊川市 
市内外での関係人口・定住人口拡大イベントの開催

及び首都圏等で開催される移住相談会への参加等 
4,400,000 円 

伊豆半島ジオパー

ク推進協議会（沼

津市、熱海市、三

島市、伊東市、下

田市、伊豆市、伊

豆の国市、東伊豆

町、河津町、南伊

豆町、松崎町、西

伊豆町、函南町、

清水町、長泉町） 

ジオガイドスキルアップ講座の開催 400,000 円 

小山町 

独身男女を対象とした参加・体験型イベントの開催 1,000,000 円 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに関する

町の取組み及び大会の記憶を町民が共有するための

イベントの開催 

2,000,000 円 

ＳＤＧｓに関する町民の取組みの募集・紹介等によ

る普及啓発 
1,000,000 円 
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富士宮市 

地元出身文筆家及びインフルエンサーによる情報発

信 
2,600,000 円 

市内キャンプ場でのイベント及び各種体験会来場者

への冊子等の配布によるＰＲ活動の実施 
650,000 円 

三島市 

民間事業者との連携によるハッカソンイベントの開

催 
340,000 円 

首都圏の副業人材と地元企業とのマッチングイベン

トの開催及び移住アンバサダーによる関係人口創出

セミナーの開催等 

420,402 円 

御殿場市 

オリンピック空手イタリア代表選手の合宿の受入れ

による市民との交流事業の実施 
2,500,000 円 

外国人インフルエンサーを対象としたモニターツア

ーの実施等 
1,940,000 円 

磐田市 

地元スポーツ少年団等を対象としたオリンピックパ

ブリックビューイングの実施 
385,000 円 

学生を対象としたインターンシップフェア・大学学

内業界研究会の開催及び転職・再就職希望者を対象

とした転職・再就職フェアの開催 

2,524,574 円 

島田市 

島田市緑茶化計画コンテンツの強化及び既存イベン

トへの参画によるＰＲ活動の実施 
2,300,000 円 

諏訪原城応援隊イベントの開催及びお城エキスポへ

の出展 
1,500,000 円 

富士山伊豆のまち

インバウンド事業

推進協議会（沼津

市、三島市、熱海

市、伊東市） 

ＳＮＳ等を活用した中国向けの観光・特産品プロモ

ーションの実施 
1,150,000 円 
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静岡県東部地域コ

ンベンションビュ

ーロー（沼津市、

三島市、御殿場

市、熱海市、伊豆

の国市、伊豆市、

函南町、清水町、

小山町、長泉町） 

ＳＮＳを活用した中国・台湾向けの情報発信及びオ

ンラインでの商談会・観光展への参加 
3,080,000 円 

在日留学生によるモニターツアー及びＳＮＳを活用

した情報発信 
772,000 円 

３市１町広域観光

連携協議会（島田

市、藤枝市、焼津

市、川根本町） 

ＷＥＢを活用した観光プロモーション及び台北国際

旅行博会場でのＰＲ活動の実施 
2,070,400 円 

富士地域観光振興

協議会（富士宮

市、富士市） 

台湾旅行者向けのオンラインセミナーの開催・情報

発信及び近隣からの誘客促進を目的とした観光ＰＲ

の実施 

1,820,000 円 

富士山静岡空港周

辺地域観光振興研

究会（島田市、掛

川市、藤枝市、御

前崎市、菊川市、

牧之原市、吉田

町、川根本町） 

ＰＲ動画を活用したＷｅｂ広告プロモーションの実

施 
800,000 円 

函南町 

小学生による町内の史跡等に関する学習及びその成

果品「かんなみ歴史探検マップ」の作成 
535,498 円 

大河ドラマゆかりの地への誘客を目的としたセール

ス活動の実施 
1,464,100 円 

森町 
町ＰＲキャラクターを活用した情報発信及びデジタ

ルスタンプラリーの実施等 
4,441,600 円 

焼津市 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックにおける

モンゴル国のホストタウンとして、モンゴル国の文

化を市民に周知するためのイベントの開催 

2,272,141 円 
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袋井市 
外国人ユーチューバーを活用した観光ＰＲ動画の制

作及び発信 
748,880 円 

西伊豆町 

地方での起業を志す若者や将来地元で働きたい学生

等を対象とした起業・就職に関するプログラムの開

催 

2,860,000 円 

伊豆の国市 
大河ドラマ関連イベントの開催及びパンフレット等

の配布によるＰＲ活動の実施 
2,137,440 円 

 

(13) 地域協働促進助成事業 （決算額：8,620,000 円） 

「新しい公共」を担う活動主体を育成し、もって行政と多様な活動主体との協働による

まちづくり、地域づくりを推進する仕組みづくりを支援する事業を実施した 5 市町 5 事業

に対し、事業費の一部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

裾野市 
東京 2020 オリンピック自転車競技ロードレース大会

当日のおもてなしイベントの開催等 
3,000,000 円 

東伊豆町 
空き家・空き店舗の利活用を目的としたワークショップ

の開催 
1,603,000 円 

清水町 
協働の体制づくりの構築及び町内で活動する団体同士の

交流会の開催等 
190,000 円 

富士市 
まちづくり協議会が実施する広報活動等６つ重点事業へ

の補助及びまちづくり活動推進計画の策定・体制整備等 
3,000,000 円 

牧之原市 

図書交流施設等の公共機能と連携した事業者市民の育成

及びこれまで実施した公民連携事業の取り組みへの指導

等 

827,000 円 

 

(14) 多文化共生推進助成事業 （決算額：648,432 円） 

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうと

しながら、地域社会の構成員として共に生きていくことのできる地域社会づくりを推進す

るための事業を実施した 4 市町 5 事業に対し、事業経費の一部を助成した。   

市町名 事業内容 助成額 

熱海市 在住外国人を対象とした日本語教室の開催等 86,600 円 
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富士市 

日本語初級レベルの外国人市民を対象とした日本語

講座の開催 
83,600 円 

外国人親子を対象とした日本語・母語指導及び学習

指導等 
31,566 円 

清水町 
在住外国人を対象とした生活相談及び日本文化交流

教室の実施 
206,000 円 

島田市 
国際交流協会が実施する外国人向け日本語教室対す

る補助 
240,666 円 

 

(15) 地域コミュニティ活性化助成事業 （決算額：17,776,000 円） 

活発なまちづくりを推進することを目的に、地域における課題に対し住民主体でその解

決に取り組んでいる地域コミュニティ団体の事業に対する補助事業を実施した 15 市町に

対し、事業費の一部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

東伊豆町 

実行委員会が行う石曳き道灌まつりに対する補助 1,414,000 円 

自治会が行うアマゴ放流及び採捕禁止区域巡視事業

に対する補助 
253,000 円 

実行委員会が行う雛のつるし飾りまつりイベントに

対する補助 
333,000 円 

菊川市 
地域づくり団体等が行う地域コミュニティの推進及

び地域の活性化を図るための活動に対する補助 
2,000,000 円 

御前崎市 
地域コミュニティ団体等が行う地域の課題に自主的

かつ自立的に取り組む活動等に対する補助 
77,000 円 

焼津市 
市民活動団体が行う地域課題の解決を図るための事

業等に対する補助 
1,060,000 円 

小山町 
地域コミュニティ団体等が行う地域課題の解決や地

域の活性化を図るための事業等に対する補助 
566,000 円 

吉田町 
自治会及び自治会連合会が行う交通安全活動・防災

活動・社会福祉活動等に対する補助 
2,000,000 円 

伊東市 
市民活動団体等が行う子育てしやすいまちづくりを

テーマとした事業に対する補助 
222,000 円 
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掛川市 
まちづくり協議会が行う地区まちづくり計画に定め

られた事業に対する補助 
2,000,000 円 

伊豆の国市 

市民活動団体等が市と協働して行う事業に対する補

助 
533,000 円 

地域コミュニティ団体等が行う活力と魅力ある地域

づくりを推進するための事業に対する補助 
138,000 円 

実行委員会が行うパン祖のパン祭実施事業に対する

補助 
1,329,000 円 

牧之原市 
地区自治推進協議会が行うまちづくり活動に対する

補助 
1,533,000 円 

沼津市 

地域コミュニティ団体が行う地域おこし資源の発

掘・整備、地域の伝統行事の復活・継承のための事

業に対する補助 

493,000 円 

島田市 
市民活動団体が行う地域課題の解決を図るための事

業等に対する補助 
763,000 円 

西伊豆町 
まちづくり協議会が行う協働のまちづくり活動事業

等に対する補助 
400,000 円 

藤枝市 
地域コミュニティ団体が行う地域づくりと地域の課

題解決を図るための事業に対する補助 
1,133,000 円 

富士市 
まちづくり協議会が行うまちづくり推進事業に対す

る補助 
1,529,000 円 

 

(16) コミュニティ活動推進助成事業 （決算額：0 円） 

地域コミュニティ活動の拠点となる集会所の整備を行う市町に対し、事業費の一部を助

成する。※令和３年度実績なし 

 

(17) コミュニティ施設改修助成事業 （決算額：907,000 円） 

地域コミュニティ活動の拠点となる集会場について、その新改築が困難な地区にかかる

耐震補強又はユニバーサルデザイン化にかかる改修事業を行った 1 町に対し、事業費の一

部を助成した。 

市町名 地区名 改修内容 助成額 

函南町 丹那区 耐震補強 907,000 円 
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(18) 公共施設ユニバーサルデザイン化及び省エネルギー・新エネルギー機器導入助成事業 

 （決算額：142,341,083 円） 

誰もが自己決定により、快適に生活できる社会を構築するため、また、地域全体で省エ

ネルギー社会の構築を推進するため、公共施設等のユニバーサルデザイン化及び公共施設

等への省エネルギー・新エネルギー機器の導入を実施した 33 市町に対し、440 万円を限度

に所要経費の一部又は全部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

伊豆の国市 中央図書館閲覧室等照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

御殿場市 

御殿場駅富士山口広場シェルター照明のＬＥＤ化 462,000 円 

救急医療センター救急処置室等照明のＬＥＤ化 462,000 円 

市役所本庁舎１階事務室照明のＬＥＤ化 1,364,000 円 

コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する

補助 
1,900,000 円 

清水町 町内防犯灯のＬＥＤ化 4,184,191 円 

湖西市 

勤労者体育センター体育室照明のＬＥＤ化 972,730 円 

南部地区構造改善センター多目的ホール照明のＬＥＤ化 1,078,000 円 

湖西市消防本部・南分署・西分署車庫等照明のＬＥＤ化 1,136,300 円 

市立湖西病院管理課事務室等照明のＬＥＤ化 937,000 円 

道路案内看板へのローマ字表記の追加及び文字サイズの

拡大等 
271,700 円 

三島市 市内道路照明灯のＬＥＤ化 4,400,000 円 

森町 旧周智高校機械実習棟施設内照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

函南町 

西部コミュニティセンター学習室等照明のＬＥＤ化 621,500 円 

保健福祉センターデイサービス棟等の照明のＬＥＤ化 3,355,000 円 
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吉田町 

小山城売店トイレの洋式化及び手摺の設置等 903,000 円 

中央小学校正面玄関及び昇降口へのスロープの設置 1,012,000 円 

住吉会館会議室等照明のＬＥＤ化 1,100,000 円 

吉田町立図書館トイレの洋式化及び手摺の設置 1,188,000 円 

東伊豆町 保健福祉センター空調機の更新 4,400,000 円 

伊豆市 中伊豆支所事務所東側窓ガラスへの遮熱フィルムの貼付 4,400,000 円 

菊川市 

市内都市公園の照明灯のＬＥＤ化 1,815,000 円 

万田公園への多目的トイレの設置 2,585,000 円 

熱海市 第二小学校屋内運動場照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

藤枝市 

岡部支所３階議場照明のＬＥＤ化 1,779,800 円 

朝比奈農村環境改善センター照明体育館等照明のＬＥＤ

化 
2,599,300 円 

牧之原市 さがら子生れ温泉会館内照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

川根本町 

接阻峡温泉会館照明のＬＥＤ化 900,000 円 

本川根診療所玄関等照明のＬＥＤ化 3,500,000 円 

小山町 
役場本庁舎３階トイレの洋式化、手摺の設置及び手洗い

場の自動水栓化等 
4,092,962 円 

松崎町 松崎町総合運動場テニスコート照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

西伊豆町 町内のマスト型街路灯のＬＥＤ化 4,400,000 円 

長泉町 

町営尾尻住宅４・５号棟共用灯のＬＥＤ化 2,200,000 円 

納米里公園和式トイレから多目的トイレへの改修 2,200,000 円 
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裾野市 

鈴木図書館１階ＡＶ・雑誌コーナー等照明のＬＥＤ化 998,800 円 

青葉台中央公園南東側入口階段への手摺の設置 315,700 円 

中央公園トイレへのベビーチェア及びベビーシートの設

置等 
600,600 円 

区が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 2,484,900 円 

下田市 
大賀茂小学校・稲生沢小学校・朝日小学校トイレの洋式

化及び手摺の設置 
4,108,500 円 

富士市 町内会が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 4,400,000 円 

伊東市 
伊東市宇佐美コミュニティセンター遊戯室等照明のＬＥ

Ｄ化 
4,400,000 円 

沼津市 

自治会が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 4,110,000 円 

花園公園トイレの洋式化及び手摺りの設置 290,000 円 

焼津市 焼津駅駅前広場等照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

御前崎市 市立図書館本館閲覧室照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

河津町 保健福祉防災センター空調設備の更新 4,400,000 円 

南伊豆町 
南伊豆東小学校多目的トイレの設置、スロープの設置及

び渡り廊下の段差解消 
4,400,000 円 

袋井市 自治会等が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 4,400,000 円 

磐田市 

今之浦公園トイレへの音声誘導装置の設置 957,000 円 

自治会が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 2,256,100 円 

富士宮市 市役所庁舎２階デジタル推進課執務室等照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

島田市 自治会等が実施する防犯灯のＬＥＤ化に対する補助 4,400,000 円 

掛川市 市役所本庁舎アトリウム照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 
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(19) 地震・津波対策等減災交付金交付事業 （決算額：35,053,000 円） 

静岡県が実施する地震・津波対策等減災交付金事業のうち、特に緊急に整備を要する事

業を実施した 32市町に対し、対象事業費の一部を交付した。 

 

(20) 市町職員研修検討事業 （決算額：0 円） 

3 市 3 町、静岡県市町行財政課、静岡県人事課、県市長会及び県町村会の職員 9 人で研

究会を設置した。 

令和 3 年 9 月 27 日に研究会を開催し、新たな行政需要に対応できる職員研修のあり方や

令和 4 年度研修計画について検討した。（新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催

方法を変更したため経費発生せず） 

 

(21) 市町職員委託研修助成事業 （決算額：6,453,439 円） 

静岡県市長会と静岡県町村会が静岡県に委託して実施する市町職員研修の委託料を助成

した。                            （受講者：654 人） 

 

(22) 市町議会議員研修助成事業 （決算額：341,000 円） 

  市町村合併の進展を機に、市議会議長会と町村議会議長会が共同で開催する市町議員全

員を対象とした研修会の開催経費を助成した。 

 

(23) 「市町しずおか」発行事業 （決算額：553,960 円） 

市町の行財政の概要を収録した「市町しずおか」を 1,700 部発行し、市町等関係機関に

配布した。 

 

(24) 市町・県人事交流職員研修事業 （決算額：0 円） 

交流職員が交流研修の意義について認識を深め、交流の効果について議論し、派遣実績

をより一層高めるため、合同研修会を開催する。（新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止） 

 

(25) 財政事務実践研修事業 （決算額：0 円） 

地方交付税、地方債及び財政運営等の市町財政事務の円滑な執行を支援するため、資料

を配布した。（データによる資料提供としたため経費発生せず） 

 

(26) 財政課題対応支援事業 （決算額：0 円） 

地方財政上の諸課題への対応力を高めることを目的に、基金残高、公共施設の適正管理、

災害対策及び地方公営企業の経営改善等にかかる研修を実施する。※令和３年度実績なし 
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(27) 地方分権調査事業 （決算額：0円） 

地方分権の推進に対応するよう、市町担当職員に対し調査研究等を行う。※令和３年度

実績なし 

 

(28) コミュニティ・フォーラム開催支援事業 （決算額：1,000,000 円） 

令和 4 年 2 月 12 日に、静岡県コミュニティづくり推進協議会が「どうやってつなぐ？

大切なコミュニティ」をテーマに御前崎市で開催した事業に対し、経費の一部を助成し

た。                             （参加者：92人） 

 

(29) 静岡県市町対抗駅伝競走大会助成事業 （決算額：1,000,000 円） 

県内各市町相互のさらなる交流促進と地域振興を図り、県民意識の高揚、県民スポーツ

の振興を図ると同時に、国体選手の強化、本県長距離選手の発掘、育成、強化を目的とし

て静岡県市町対抗駅伝競走大会を実施した静岡県市町対抗駅伝競走大会実行委員会に対し、

事業費の一部を助成し、協会杯を授与した。（令和 3 年 12 月 4 日開催、全 35 市町参加） 

 

(30) 市町職員広域研修事業 （決算額：11,288,144 円） 

市町職員の基礎的能力の向上を図るため、次の研修を実施した。 

ア 新規採用職員研修＜前期＞  176 名 

  新規採用職員研修＜後期＞  171 名 

イ 中堅職員研修        144 名 

ウ 新任監督者研修          125 名 

エ 新任管理者研修           86 名 

オ 女性職員キャリアアップ研修  18 名 

カ 地方自治法研修        86 名 

キ 地方公務員法研修         47 名 

ク 民法研修             64 名 

ケ 行政法研修          36 名 

コ 行政争訟研修           23 名 

サ 法制執務研修           86 名 

シ 住民応対基礎研修       26 名 

ス 政策法務基礎研修       30 名 

セ ＯＪＴ基本研修        23 名 

ソ 研修担当者研修        12 名 
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(31) ふじのくに地域創造セミナー開催事業 （決算額：0 円） 

市町及び県の連携強化を図ることを目的に、静岡県市長会、静岡県町村会及び静岡県

とセミナーを共催する。（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止） 

 

(32) ラジオ情報番組提供事業 （決算額：10,397,090 円） 

県内市町の行政施策行事及び催事等を、ラジオを通じて、広く県民に情報提供した。 

ア 「クローズアップ・マイタウン」  静岡放送 

毎週月～金 午前 9 時 28 分から 8 分間 年 259 回 

イ 「ＳＨＩＺＵＯＫＡ ＥＡＳＴ－ＷＥＳＴ」 静岡エフエム放送 

 毎週月～木 午前 9時 45 分頃の 50秒間 年 153 回 

 

(33) 新聞情報広告提供事業 （決算額：10,371,417 円） 

県内市町の行政施策行事及び催事等を、静岡新聞（朝刊・全県カラー版）を通じて、広

く県民に情報提供した。 

○ 掲載日   毎月 1 日 

○ 掲載回数  1 市町あたり年 3 回まで 

 

(34) 市町村センター管理事業 （決算額：19,553,933 円） 

平成 16 年、市町行政関連団体の活動の拠点として、ＪＲ静岡駅南口前再開発ビル「エス

パティオ」の 5 階フロアを取得し、当法人の事務局を設置するほか、静岡県市長会、静岡

県町村会及び静岡県市町村職員共済組合の市町関連団体に事務室スペースを無償貸与する

とともに、会議室を市町関連団体等に対し無償で貸し出した。 

 

５ 企画委員会の開催 

  市町村振興に関する協会事業の充実と円滑な推進を図るため、3 市 3 町の副市町長及び

県職員 1名からなる委員会と、5市 5 町の課長級職員 10 人及び県職員 1人からなる部会を

設置し、委員会を 2 回及び部会を 2 回開催して、令和 4 年度の市町村振興事業について検

討した。 

  この結果は、「令和 3 年度企画委員会検討結果報告書」として、令和 3 年 12 月 17 日付け

にて取りまとめ、理事長あて報告した。 
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（単位：千円）

事業別 総額

一般単独事業（緊急防災・減災事業）
単独事業 126,600 3年据置15年

一般単独事業（緊急防災・減災事業）
単独事業 56,600 2年据置12年

一般廃棄物処理施設整備事業
ごみ焼却施設予防保全工事 80,000 3年据置15年

一般補助施設整備事業
旧日向別邸保存修理工事 16,300 3年据置15年

緊急自然災害防止対策事業【R2繰越】
河川整備事業 36,500 3年据置15年

一般単独・その他事業（その他）
生涯学習センター整備事業、体育施設整備事業 18,800 3年据置15年

学校教育施設等整備事業【R2繰越】小学校給食室空調設備更新
改修事業、小学校校舎管理諸室等調設備更新改修事業ほか 1,100 3年据置15年

地方道路等整備事業【R2繰越】
一般市道整備事業、谷田幸原線整備事業ほか 5,100 3年据置15年

緊急自然災害防止対策事業
都市下水施設整備事業 11,000 3年据置15年

公共施設等適正管理推進事業
社会福祉会館整備事業 7,000 3年据置15年

緊急防災・減災事業【R2繰越】
耐震性貯水槽建設事業 7,500 3年据置15年

地方道路等整備事業
錦田大場線道路改良事業 800 3年据置15年

一般廃棄物処理事業（し尿処理施設）
地域汚水処理施設管きょ更新事業 16,200 2年据置12年

一般事業
県営事業負担金 9,500 2年据置12年

5 富士市
一般単独事業
森林墓園施設整備事業ほか 255,800 255,800 3年据置15年

公共施設等適正管理推進事業【R2繰越】
文化ホール改修事業 17,100 2年据置12年

公共施設等適正管理推進事業
徳育保健センター改修事業 70,000 2年据置12年

公共施設等適正管理推進事業
ききょう荘施設改修事業 31,600 2年据置12年

一般単独事業債（地方道路等整備事業）
新東名高速道路関連整備事業 273,000 3年据置15年

一般単独事業債（一般事業）
新東名高速道路関連整備事業 1,600 3年据置15年

教育・福祉施設等整備事業債
西中学校校舎改築事業 27,700 3年据置15年

教育・福祉施設等整備事業債
御殿場小学校環境整備事業 5,300 3年据置15年

教育・福祉施設等整備事業債
学校給食センター施設改修事業 2,400 3年据置15年

公共施設等適正管理推進事業（長寿命化事業）
公共施設長寿命化事業 129,800 3年据置15年

公共施設等適正管理推進事業（転用事業）
認定こども園化事業 60,200 3年据置15年

9 裾野市
教育・社会福祉施設整備事業
旧いきいきホーム用途変更設計委託・工事 1,500 1,500 2年据置12年

10 湖西市
一般廃棄物処理事業
旧環境センター等解体工事事業 64,500 64,500 3年据置15年

11 伊豆市
防災対策事業
自然災害防止事業債 54,800 54,800 2年据置12年

7 御殿場市 310,000

8 袋井市 190,000

4 伊東市 25,700

6 掛川市 118,700

2 熱海市 96,300

3 三島市 87,800

1 沼津市 183,200

公益財団法人静岡県市町村振興協会
令和3年度長期貸付金貸付一覧表（令和4年3月24日執行）

団 体 名 備     考
貸付額

償還期間
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事業別 総額
団 体 名 備     考

貸付額
償還期間

学校教育施設等整備事業
小笠東小学校耐震補強事業 8,000 3年据置15年

地域活性化事業
万田公園多目的トイレ改修工事 4,500 3年据置15年

地域活性化事業
和田公園テニスコートLED化事業 6,000 3年据置15年

13 伊豆の国市
地方道路等整備事業債
市道舗装工事 5,100 5,100 3年据置15年

旧合併特例事業
公共施設適正化事業（除却） 126,000 3年据置15年

旧合併特例事業
県事業負担金 31,000 3年据置15年

旧合併特例事業【R2繰越】
道路整備事業 10,400 3年据置15年

防災対策事業
急傾斜地崩壊防止事業 10,700 3年据置15年

緊急防災・減災事業
防災センターマンホールトイレ等整備事業 6,400 3年据置15年

学校教育施設等整備事業
小学校施設整備事業 3,400 2年据置12年

学校教育施設等整備事業
中学校施設整備事業 6,100 2年据置12年

16 長泉町
地方道路等整備事業
中土狩竹原線改良工事 40,000 40,000 2年据置12年

17 吉田町
緊急防災・減災事業【R2繰越】
防災行政無線デジタル化整備事業 17,000 17,000 2年据置12年

一般事業
旧周智高校機械実習棟改修事業 86,900 2年据置12年

地方道路等整備事業
町道改築工事 48,700 2年据置12年

公共施設等適正管理推進事業
長寿命化（公共用建築物） 29,500 2年据置12年

一般補助施設整備等事業
県営農地耕作条件改善事業(暗渠排水整備工事)負担金 4,900 2年据置12年

19
御殿場市・小山
町広域行政組合

一般単独事業
はしご付消防ポンプ自動車更新整備事業 157,200 157,200 2年据置12年

20
袋井市森町広域

行政組合
一般単独事業
浅羽分署中規模改修工事 24,300 24,300 2年据置12年

一般単独事業債
消防ポンプ自動車整備2台 59,900 2年据置12年

施設整備事業債（一般財源化分）
消防ポンプ自動車整備2台 33,100 2年据置12年

22
富士山南東消防

組合
緊急防災・減災事業
消防車両整備事業（塔体付消防ポンプ自動車） 85,000 85,000 3年据置15年

2,192,400 2,192,400

21
駿東伊豆消防

組合
93,000

合計

15 清水町 26,600

18 森町 170,000

12 菊川市 18,500

14 牧之原市 167,400
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　（単位：円）

市町名 金　　額 市町名 金　　額

沼津市 24,871,945 東伊豆町 5,110,857

熱海市 7,537,412 河津町 4,592,731

三島市 14,597,208 南伊豆町 4,711,624

富士宮市 18,555,988 松崎町 4,547,356

伊東市 10,536,623 西伊豆町 6,624,191

島田市 17,316,759 函南町 7,548,805

富士市 30,009,971 清水町 7,009,062

磐田市 27,926,704 長泉町 8,003,541

焼津市 19,402,361 小山町 5,780,107

掛川市 18,922,453 吉田町 6,714,506

藤枝市 19,805,780 川根本町 6,522,727

御殿場市 12,458,100 森町 5,685,752

袋井市 14,176,016

下田市 6,113,028

裾野市 9,016,812

湖西市 11,644,298

伊豆市 11,588,997

御前崎市 8,606,498

菊川市 10,375,906

伊豆の国市 12,451,964

牧之原市 10,257,500

　

算出根拠：静岡県から交付される金額を、市町均等割　４５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人口割　　　５５％　にて配分

合　　計 389,023,582

令和3年度 市町交付金（ハロウィンジャンボ）配分一覧表

町　　計 72,851,259

市　　計 316,172,323
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※ 附属明細書について 

 

  令和 3年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が

存在しないので作成しない。 

 

 

公益財団法人静岡県市町村振興協会 
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2 令和3年度  財務諸表

単位：円

当年度 前年度 増減

381,669,870 511,608,653 △ 129,938,783

23,000 540,000 △ 517,000

381,692,870 512,148,653 △ 130,455,783

定期預金 1,000,000 1,000,000 0

基本財産　計 1,000,000 1,000,000 0

基金積立資産 3,628,708,559 2,655,568,179 973,140,380

長期貸付金 28,044,261,174 29,046,896,172 △ 1,002,634,998

退職給付引当資産 1,338,738 1,161,331 177,407

土地 364,302,849 364,302,849 0

建物 220,678,393 229,749,306 △ 9,070,913

建物付属設備 11,627,532 14,206,864 △ 2,579,332

構築物 442,791 536,379 △ 93,588

什器・備品 1,211,914 1,695,860 △ 483,946

特定資産　計 32,272,571,950 32,314,116,940 △ 41,544,990

ソフトウエア 604,800 1,512,000 △ 907,200

その他固定資産　計 604,800 1,512,000 △ 907,200

32,274,176,750 32,316,628,940 △ 42,452,190

32,655,869,620 32,828,777,593 △ 172,907,973

54,486 51,342 3,144

213,905,392 255,755,782 △ 41,850,390

213,959,878 255,807,124 △ 41,847,246

1,338,738 1,161,331 177,407

1,915,700,016 2,151,700,012 △ 235,999,996

1,917,038,754 2,152,861,343 △ 235,822,589

2,130,998,632 2,408,668,467 △ 277,669,835

1,000,000 1,000,000 0

29,757,269,695 29,550,764,323 206,505,372

静岡県交付金 29,759,741,695 29,550,214,323 209,527,372

有価証券評価損益 △ 2,472,000 550,000 △ 3,022,000

29,758,269,695 29,551,764,323 206,505,372

(1,000,000) (1,000,000) (0)

(29,757,269,695) (29,550,764,323) (206,505,372)

766,601,293 868,344,803 △ 101,743,510

(598,263,479) (610,491,258) (△12,227,779)

30,524,870,988 30,420,109,126 104,761,862

32,655,869,620 32,828,777,593 △ 172,907,973

資産合計

退職給付引当金

貸借対照表
令和4年3月31日　現在

科目

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

普通預金

流動資産　計

２　固定資産

(1)基本財産

(2)特定資産

(3)その他固定資産

固定資産合計

未収金

長期借入金

未払金

預り金

Ⅱ　負債の部

２　固定負債

１　流動負債

流動負債　計

正味財産合計

負債及び正味財産合計

固定負債　計

負債合計

Ⅲ　正味財産の部

受取寄付金

（うち特定資産への充当額）

（うち基本財産への充当額）

受取交付金

指定正味財産　計

２　一般正味財産

（うち特定資産への充当額）

１　指定正味財産
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単位：円

当年度 前年度 増減

20 100 △ 80

基本財産受取利息振替額 20 100 △ 80

2,127,804 5,206,652 △ 3,078,848

23 99 △ 76

退職給付引当資産受取利息 23 99 △ 76

特定資産受取利息振替額 2,127,781 5,206,553 △ 3,078,772

753,311,790 838,577,211 △ 85,265,421

静岡県交付金振替額 364,288,208 555,951,531 △ 191,663,323

静岡県交付金振替額 364,188,208 555,891,531 △ 191,703,323

特定資産償還損益振替額 100,000 60,000 40,000

静岡県交付金 389,023,582 282,625,680 106,397,902

67,186,862 78,124,171 △ 10,937,309

67,186,862 78,124,171 △ 10,937,309

受取負担金 510,664 349,630 161,034

受取負担金 510,664 349,630 161,034

950,000 950,000 0

950,000 950,000 0

19,555 23,507 △ 3,952

5,419 15,013 △ 9,594

14,136 8,494 5,642

824,106,695 923,231,271 △ 99,124,576

865,785,362 867,082,687 △ 1,297,325

2,211,750 1,676,014 535,736

1,207,538 561,145 646,393

141,925 135,330 6,595

528,498 424,543 103,955

3,243 62,651 △ 59,408

90,638 151,640 △ 61,002

13,134,979 24,431,711 △ 11,296,732

47,449 112,828 △ 65,379

0 3,300 △ 3,300

817,135 862,455 △ 45,320

849,061 1,493,220 △ 644,159

90,058 90,058 0

630,000 666,880 △ 36,880

31,800 21,600 10,200

20,266,129 20,513,463 △ 247,334

366,625,485 430,252,174 △ 63,626,689

30,926,102 26,753,372 4,172,730

4,106,990 4,584,623 △ 477,633

424,076,582 354,285,680 69,790,902

修繕費

福利厚生費

会議費

旅費交通費

減価償却費

消耗品費

経常収益 計

(2)経常費用

事業費

職員手当

退職給付費用

給料

受取助成金

受取助成金

雑収益

受取利息

雑収益

事業収益

長期貸付金利息

(1)経常収益

正味財産増減計算書
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１　経常増減の部

基本財産運用益

静岡県交付金

特定資産運用益

特定資産受取利息

賃借料

印刷製本費

保険料

諸謝金

公租公課

支払負担金

支払交付金

支払助成金

委託費

支払利息
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67,932,457 76,761,236 △ 8,828,779

552,938 419,004 133,934

30,000 30,000 0

301,885 140,286 161,599

35,482 33,832 1,650

132,125 106,136 25,989

1,188 1,080 108

18,500 45,410 △ 26,910

372,900 0 372,900

4,040 0 4,040

253,957 253,242 715

20,780 47,305 △ 26,525

1,500 2,200 △ 700

3,319,232 3,390,066 △ 70,834

5,381,380 5,397,440 △ 16,060

134,994 187,704 △ 52,710

57,371,556 66,707,531 △ 9,335,975

933,717,819 943,843,923 △ 10,126,104

△ 109,611,124 △ 20,612,652 △ 88,998,472

0 0 0

△ 109,611,124 △ 20,612,652 △ 88,998,472

7,732,614 0 7,732,614

135,000 501,000 △ 366,000

7,867,614 501,000 7,366,614

0 2,945,392 △ 2,945,392

0 2,945,392 △ 2,945,392

7,867,614 △ 2,444,392 10,312,006

△ 101,743,510 △ 23,057,044 △ 78,686,466

868,344,803 891,401,847 △ 23,057,044

766,601,293 868,344,803 △ 101,743,510

過年度修正費用

委託費

手数料

支払納付金

２　経常外増減の部

経常費用　計

当期経常増減額

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計

公租公課

支払負担金

旅費交通費

消耗品費

印刷製本費

賃借料

通信運搬費

給料

職員手当

退職給付費用

福利厚生費

会議費

役員報酬

一般正味財産期首残高

過年度修正益

(1)経常外収益

(2)経常外費用

経常外収益　計

過年度助成金返還

一般正味財産期末残高

管理費

経常外費用　計

当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
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573,715,580 667,075,326 △ 93,359,746

573,715,580 667,075,326 △ 93,359,746

基本財産運用益 20 100 △ 80

基本財産受取利息 20 100 △ 80

特定資産運用益 2,127,781 5,206,553 △ 3,078,772

特定資産受取利息 2,127,781 5,206,553 △ 3,078,772

△ 2,472,000 △ 2,775,000 303,000

△ 2,472,000 △ 2,775,000 303,000

△ 450,000 △ 529,200 79,200

△ 450,000 △ 529,200 79,200

△ 366,416,009 △ 561,158,184 194,742,175

基本財産受取利息振替額 △ 20 △ 100 80

静岡県交付金振替額 △ 364,188,208 △ 555,891,531 191,703,323

特定資産受取利息振替額 △ 2,127,781 △ 5,206,553 3,078,772

特定資産償還損益振替額 △ 100,000 △ 60,000 △ 40,000

206,505,372 107,819,595 98,685,777

29,551,764,323 29,443,944,728 107,819,595

29,758,269,695 29,551,764,323 206,505,372

30,524,870,988 30,420,109,126 104,761,862

特定資産運用損

特定資産評価損

Ⅲ　正味財産期末残高

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

静岡県交付金

静岡県交付金

指定正味財産期末残高

特定資産評価損益

特定資産評価損益

Ⅱ　指定正味財産増減の部
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単位：円

公益目的
事業会計

市町村振興

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 0 20 20

基本財産受取利息振替額 0 20 20

特定資産運用益 2,127,781 23 2,127,804

特定資産受取利息 0 23 23

退職給付引当資産受取利息 0 23 23

特定資産受取利息振替額 2,127,781 0 2,127,781

静岡県交付金 695,940,234 57,371,556 753,311,790

静岡県交付金振替額 306,916,652 57,371,556 364,288,208

静岡県交付金振替額 306,816,652 57,371,556 364,188,208

特定資産償還損益振替額 100,000 0 100,000

静岡県交付金 389,023,582 0 389,023,582

事業収益 57,697,692 9,489,170 67,186,862

長期貸付金利息 57,697,692 9,489,170 67,186,862

受取負担金 408,531 102,133 510,664

受取負担金 408,531 102,133 510,664

受取助成金 0 950,000 950,000

受取助成金 0 950,000 950,000

雑収益 0 19,555 19,555

受取利息 0 5,419 5,419

雑収益 0 14,136 14,136

経常収益計 756,174,238 67,932,457 824,106,695

（２）経常費用

事業費 865,785,362 865,785,362

給料 2,211,750 2,211,750

職員手当 1,207,538 1,207,538

退職給付費用 141,925 141,925

福利厚生費 528,498 528,498

会議費 3,243 3,243

旅費交通費 90,638 90,638

減価償却費 13,134,979 13,134,979

消耗品費 47,449 47,449

印刷製本費 817,135 817,135

賃借料 849,061 849,061

保険料 90,058 90,058

諸謝金 630,000 630,000

公租公課 31,800 31,800

支払負担金　 20,266,129 20,266,129

支払助成金 366,625,485 366,625,485

委託費 30,926,102 30,926,102

支払利息 4,106,990 4,106,990

支払交付金 424,076,582 424,076,582

正味財産増減計算書内訳表
（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

科     目 法人会計 合計
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管理費 67,932,457 67,932,457

給料 552,938 552,938

役員報酬 30,000 30,000

職員手当 301,885 301,885

退職給付費用 35,482 35,482

福利厚生費 132,125 132,125

会議費 1,188 1,188

旅費交通費 18,500 18,500

通信運搬費 372,900 372,900

消耗品費 4,040 4,040

印刷製本費 253,957 253,957

賃借料 20,780 20,780

公租公課 1,500 1,500

支払負担金　 3,319,232 3,319,232

委託費 5,381,380 5,381,380

手数料 134,994 134,994

支払納付金 57,371,556 57,371,556

経常費用計 865,785,362 67,932,457 933,717,819
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 109,611,124 0 △ 109,611,124

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 109,611,124 0 △ 109,611,124

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

過年度修正益 7,732,614 0 7,732,614

過年度助成金返還 135,000 0 135,000

経常外収益計 7,867,614 0 7,867,614

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 7,867,614 0 7,867,614

当期一般正味財産増減額 △ 101,743,510 0 △ 101,743,510

一般正味財産期首残高 868,344,803 0 868,344,803

一般正味財産期末残高 766,601,293 0 766,601,293
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Ⅱ　指定正味財産増減の部

静岡県交付金 516,344,024 57,371,556 573,715,580

静岡県交付金 516,344,024 57,371,556 573,715,580

基本財産運用益 0 20 20

基本財産受取利息 0 20 20

特定資産運用益 2,127,781 0 2,127,781

特定資産受取利息 2,127,781 0 2,127,781

特定資産評価損益 △ 2,472,000 0 △ 2,472,000

特定資産評価損益 △ 2,472,000 0 △ 2,472,000

特定資産運用損 △ 450,000 0 △ 450,000

特定資産評価損 △ 450,000 0 △ 450,000

一般正味財産への振替額 △ 309,044,433 △ 57,371,576 △ 366,416,009

基本財産受取利息振替額 0 △ 20 △ 20

静岡県交付金振替額 △ 306,816,652 △ 57,371,556 △ 364,188,208

特定資産受取利息振替額 △ 2,127,781 0 △ 2,127,781

特定資産償還損益振替額 △ 100,000 0 △ 100,000

当期指定正味財産増減額 206,505,372 0 206,505,372

指定正味財産期首残高 29,550,764,323 1,000,000 29,551,764,323

指定正味財産期末残高 29,757,269,695 1,000,000 29,758,269,695

Ⅲ　正味財産期末残高 30,523,870,988 1,000,000 30,524,870,988

34



単位：円

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

1,000,000 0 0 1,000,000

1,000,000 0 0 1,000,000

2,655,568,179 3,475,379,032 2,502,238,652 3,628,708,559

29,046,896,172 2,192,400,000 3,195,034,998 28,044,261,174

1,161,331 177,407 0 1,338,738

364,302,849 0 0 364,302,849

229,749,306 0 9,070,913 220,678,393

14,206,864 0 2,579,332 11,627,532

536,379 0 93,588 442,791

1,695,860 0 483,946 1,211,914

32,314,116,940 5,667,956,439 5,709,501,429 32,272,571,950

32,315,116,940 5,667,956,439 5,709,501,429 32,273,571,950

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

単位：円

当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産

からの充当額）
（うち負債に
対応する額）

1,000,000 (1,000,000) 0 －

1,000,000 (1,000,000) 0 －

　

3,628,708,559 (3,628,708,559) 0

28,044,261,174 (26,128,561,136) 0 (1,915,700,038)

1,338,738 0 0 (1,338,738)

364,302,849 0 (364,302,849) 0

220,678,393 0 (220,678,393) 0

11,627,532 0 (11,627,532) 0

442,791 0 (442,791) 0

1,211,914 0 (1,211,914) 0

32,272,571,950 (29,757,269,695) (598,263,479) (1,917,038,776)

32,273,571,950 (29,758,269,695) (598,263,479) (1,917,038,776)

４　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 単位：円

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

364,302,849 0 364,302,849

382,994,066 162,315,673 220,678,393

265,515,133 253,887,601 11,627,532

8,369,727 7,926,936 442,791

5,990,788 4,778,874 1,211,914

4,536,000 3,931,200 604,800

1,031,708,563 432,840,284 598,868,279

　　　消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

基本財産

会計種別・科目

財務諸表に対する注記

１　重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　満期保有目的以外の債券・・・時価評価によっている。

　　　なお、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式の有価証券は、保有していない。

（２）固定資産の減価償却方法

　　　建物、建物付属設備、構築物、什器・備品及びソフトウエアは、いずれも定額法によっている。

（３）引当金の計上方法

　　　退職給付引当金は、職員の退職手当支給に備えるため、期末普通退職における要支給額相当額を計上する。

２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（４）消費税等の会計処理

　定期預金

小　計

特定資産

　基金積立資産

　長期貸付金

　退職給付引当資産

　土地

　建物

　長期貸付金

　構造物

　什器・備品

小　計

合　計

基本財算及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目

基本財産

　定期預金

小　計

特定資産

　基金積立資産

　建物付属設備

　建物

　退職給付引当資産

　土地

　建物

　建物付属設備

　構造物

　什器・備品

小　計

合　計

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目

　土地

　建物付属設備

　構造物

　什器・備品

　ソフトウエア

合計
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５　補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 単位：円

補助金の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

交付金

　静岡県交付金 静岡県知事 29,550,214,323 573,715,580 364,188,208 29,759,741,695 指定正味財産

　新宝くじ交付金 静岡県知事 0 389,023,582 389,023,582 0 －

受取助成金 全国市町村振興協会 0 750,000 750,000 0 －

全国市町村研修財団 0 200,000 200,000 0 －

29,550,214,323 963,689,162 754,161,790 29,759,741,695

６　指定正味財産から一般正味財産への振替額内訳

単位：円

金額

　基本財産受取利息 20

　市町村振興事業に充当するための振替額 309,044,433

　　静岡県交付金振替 306,816,652

　　特定資産受取利息 2,127,781

　　特定資産償還損益 100,000

57,371,556

366,416,009合計

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

合計

指定正味財産から一般正味財産への振替額内訳は、次のとおりである。

内容

経常収益への振替額

　全国協会納付のための振替額
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１　基本財産及び特定資産の明細

　　財務諸表に対する注記にて記載しているため省略する。

２　引当金の明細
単位：円

目的使用 その他

退職給付引当金 1,161,331 177,407 0 0 1,338,738

附属明細書

期末残高
当期減少額

当期増加額期首残高勘定科目
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単位：円

場所・数量等 使用目的等 金額

（流動資産）

預金 普通預金 運転資金

　静岡銀行駅南支店 №853504 381,669,870

　静岡銀行駅南支店 №853515 0

未収金 志太3市高校生地元企業就職 助成金の返戻に伴う未収金 23,000

促進協議会

381,692,870

（固定資産）

　基本財産 定期預金 静岡銀行駅南支店 基本財産として管理し、運 1,000,000

用益は、法人の管理費に充

当する

　特定資産 退職給付引当資産 定期預金 職員１名に対する積立資産

　静岡銀行駅南支店 1,338,738

基金積立資産 定期預金 静岡県交付金及びその運用

　静岡市農協本店 資産及びその運用益は、公 3,091,180,559

有価証券 益目的事業の財源とする

　西日本高速道路㈱第59回社債 299,160,000

　第145回地方公共団体金融機構債 39,428,000

　東日本高速道路㈱第84回社債 198,940,000

長期貸付金 沼津市 外20市8町9一部事務組合 静岡県交付金による基金積 28,044,261,174

内訳は、別表のとおり 立資産の運用の一環として

県内市町の防災対策事業等

に貸し付け、その運用益は

公益目的事業及び管理費の

財源とする

土地 静岡市駿河区南町14番25号 公益目的保有財産であり、 364,302,849

宅地3,579.91㎡のうち 公益目的事業（市町村セン

共有土地持分73,910／100万 ター管理事業）の用に供し

建物 同所エスパティオビル５階 ている 220,678,393

鉄筋鉄骨造 1757.27㎡

建物附属設備 同ビル建物附属設備 11,627,532

共通持分73,910／100万

構築物 同ビル構築物 442,791

共通持分73,910／100万

什器備品 市町村センター内什器備品 1,211,914

その他固定資産 ソフトウェア 資金貸付システム 貸付業務の用に供するもの 604,800

32,274,176,750

32,655,869,620　　資産　合計

財産目録
令和4年3月31日　現在

貸借対照表科目

　流動資産　合計

　固定資産　合計
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（流動負債）

未払金 公益目的事業及び法人運営にか 支払助成金等の未払い分 213,905,392

かる未払金　全118件

預り金 源泉徴収等にかかる預り金 職員源泉徴収税等の預り分 54,486

全4件

　流動負債　合計 213,959,878

（固定負債）

長期借入金 一般財団法人全国市町村振興協会 公益目的事業（資金貸付事 1,915,700,016

業）の財源に充当している

退職給付引当金 職員1名に対するもの 職員1名に対する退職手当支 1,338,738

給に備えるもの

1,917,038,754

2,130,998,632

30,524,870,988

　固定負債　合計

　　負債　合計

　　正味財産
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（単位：円）

団体名 金　　　額 団体名 金　　　額 団体名 金　　　額

沼津市 2,094,818,364 湖西市 419,866,682 下田地区消防組合 213,330,000

熱海市 3,453,575,172 伊豆市 220,100,108
御殿場市･小山町
広域行政組合 768,773,336

三島市 1,852,766,820 御前崎市 218,000,000 駿東伊豆消防組合 1,281,185,016

富士宮市 218,706,668 菊川市 977,041,678
吉田町牧之原市
広域施設組合 608,440,010

伊東市 55,700,000 伊豆の国市 671,528,374
牧之原市菊川市

学校組合 38,800,000

島田市 442,883,340 牧之原市 1,553,390,090 東遠地区聖苑組合 630,791,690

富士市 5,697,936,840 東伊豆町 25,650,000
袋井市森町

広域行政組合 347,838,348

磐田市 573,703,376 河津町 56,500,000
富士山南東
消防組合 323,366,670

焼津市 284,183,338 函南町 384,293,338
中東遠看護

専門学校組合 30,000,000

掛川市 157,683,360 清水町 373,480,000

藤枝市 352,645,110 長泉町 186,533,340

御殿場市 2,470,750,036 小山町 125,640,000

袋井市 397,158,338 吉田町 162,220,016

下田市 6,768,354 森町 353,943,362

裾野市 14,270,000

市 計
（21）

22,133,476,048
町 計
（8）

1,668,260,056
一部事務組合 計

（9）
4,242,525,070

令和3年度末　資金貸付残高一覧表

　合　　　計（　38 団体） 28,044,261,174
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