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１ 平成 26 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 平成 26年 4 月 30 日 

＜書面による開催＞ 

 ①臨時評議員会の開催 

②評議員候補者の推薦 

第２回 平成 26年 5 月 26 日 

静岡市 

「静岡県市町村センタ

ー大会議室」 

理事 5名 

監事 2名 

①平成 25年度事業報告及び財務諸表 

②平成 25年度資産運用実績 

③役員等の職務権限規程の一部改正 

④職員就業規程の一部改正 

⑤定時評議員会の開催 

⑥任期満了に伴う理事候補者及び監事

候補者の推薦 

第３回 平成 26年 6 月 27 日 

＜書面による開催＞ 

 ①理事長の選定 

②常務理事の選定 

第４回 平成 27年 1 月 21 日 

＜書面による開催＞ 

 ①臨時評議員会の開催 

第５回 平成 27年 2 月 9 日 

静岡市 

「ホテルアソシア静岡」

理事 4名 

監事 2名 

①平成 27年度事業計画及び収支予算 

②平成 27年度資産運用方針 

③理事会運営規程の制定 

④評議員会運営規程の制定 

⑤臨時評議員会の開催 

⑤理事候補者の推薦 
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２ 評議員会の開催 

回数 日時・会場 出席者 議 事 

第１回

臨 時 

平成 26年 5 月 15 日 

＜書面による開催＞ 

 ①評議員の選任 

定 時 平成 26年 6 月 11 日 

静岡市 

「静岡県市町村センタ

ー大会議室」 

評議員4名

理事 1名 

①平成25年度事業報告及び財務諸表

②平成 25年度資産運用報告 

③任期満了に伴う理事及び監事の選

任 

第２回 

臨 時 

平成 27年 2 月 9日 

静岡市 

「ホテルアソシア静岡」

評議員4名

理事 4名 

監事 2名 

①平成27年度事業計画及び収支予算

第３回 

臨 時 

平成 27年 3 月 6日 

＜書面による開催＞ 

 ①理事の選任 

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、起債許可又は届け出の範囲内で直接貸付をした。 

   ア 貸付団体  18 団体（9市、5町、4一部事務組合） 

   イ 貸 付 額  3,805,400 千円 

   ウ 貸付期日  平成 27 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 0.1％ 

           15 年（3年据置 12 年半年賦償還）、年利 0.2％ 

(2) 市町交付金交付事業 

市町交付金（オータムジャンボ交付金）は、総額 366,266,202 円を平成 27 年 1 月 8

日に交付決定し、同年 1月 30 日に 33 市町に交付した。 

2



４ 市町村振興事業 

   決算額は、平成 27 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) 市町村職員研修検討事業 （決算額：40,387 円） 

3 市 3 町、静岡県自治行政課、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。 

平成 26年 9 月 19 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 

方や平成 27 年度研修計画について検討した。 

(2) 地方分権調査事業 （決算額：43,092 円） 

地方分権の推進に対応するよう、市町に対する情報提供を行った。 

(3) 市町職員広域研修事業 （決算額：8,800,062 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    153 名 

イ 中堅職員研修       81 名 

ウ 新任監督者研修     157 名 

エ 新任管理者研修     63 名 

オ 地方自治法研修     57 名 

カ 地方公務員法研修    51 名 

キ 民法研修        67 名 

ク 行政法研修       37 名 

ケ 行政争訟研修      27 名 

コ 法制執務（初級）研修  95 名 

サ 法制執務（中級）研修  44 名 

シ 住民応対基礎研修    38 名 

ス 政策法務基礎研修    45 名 

セ ＯＪＴ基本研修     38 名 

ソ 研修担当職員研修    21 名 

(4) 市町職員委託研修等助成事業 （決算額：14,580,896 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村職員研修の委託料を

助成した。 （受講者：879 人） 
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(5) 市町・県人事交流職員研修事業 （決算額：78,226 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、平成 27 年 2月 4 日、静岡市「静岡県庁別館」にて、合同研修

会を開催し、78人の交流職員が出席した。 

(6) 市町議会議員研修助成事業 （決算額：839,298 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平成 26 年 7 月 31

日に市町議会議員の全員を対象に、静岡市で開催した研修会の経費を助成した。 

（受講者数：約 730 人） 

(7) 市町村職員中央研修所派遣助成事業 （決算額：2,614,877 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：24 市町等 106 人） 

(8) 国際文化研修所派遣助成事業 （決算額：1,964,296 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：17 市町 42 人） 

(9) 自治大学校派遣助成事業 （決算額：2,765,300 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：10 市 14 人） 

(10) 全国建設研修センター派遣助成事業 （決算額：5,442,300 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：22市町等 62人） 

(11) 消防大学校派遣助成事業 （決算額：7,373,750 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：18市町等 40人） 
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(12) 市町広域合同研修助成事業 （決算額：12,914,070 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：79 講座） 

(13) ふじのくに地域創造セミナー開催事業 （決算額：1,354,618 円） 

平成 26 年 4 月 25 日に「ふじのくに地域創造セミナー」を静岡市で開催し、市町長及

び知事をはじめとする県幹部職員等が出席した。 

セミナーでは、静岡県公立大学法人理事長の本庶佑氏から「日本の医療の未来」と題

した講演を聴講した。 

(14) 「市町しずおか」等発行事業 （決算額：533,736 円） 

市町の行財政の概要を収録した「市町しずおか」を 1,600 部、別冊を 350 部発行し、

市町等関係機関に配布した。 

(15) 財政事務実践研修事業 （決算額：370,386 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、次

の資料を印刷、配布した。 

ア 地方債取扱い三段表                  130 部 

イ 地方債事務取扱上の改正点               130 部 

ウ 公営企業債説明資料                  130 部 

エ 地方債関係資料                   130 部 

オ 地方交付税検査要領                 125 部 

カ 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議資料  120 部 

(16) ラジオ情報番組提供事業 （決算額：10,529,676 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 8時 30 分から 8分間 年 257回 

イ 「ＳＨＩＺＵＯＫＡ ＥＡＳＴ－ＷＥＳＴ」 静岡エフエム放送 

 毎週月～木 午前 9時 50 分頃の 50秒間 年 153 回 

(17) 新聞情報広告提供事業 （決算額：9,800,000 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、
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広く県民に情報提供した。 

○ 掲載日   毎月 1日（1月のみ 3日） 

○ 掲載回数  1 市町あたり年 3回まで 

(18) 地域づくりアドバイザー派遣支援事業 （決算額：417,500 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（6 市町 9 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。 

(19) 地域振興セミナー開催助成事業 （決算額：5,022,638 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、50 万円を限度に事業経費の全

部又は一部を助成した。 

市町等名 事業内容 助成額 

三島市 

女性を対象とした地域課題解決のための連続講

座の開催 
500,000 円

遺伝学に関する講演会及び子ども向け遺伝学講 

座の開催 
500,000 円

「三島市行政経営戦略会議」の提言内容周知のた

めのシンポジウムの開催 
500,000 円

災害時の医療体制及び市民トリアージに関する講

演会の開催 
285,926 円

牧之原市 

 「若者会議」の先進事例の学習及びファシリテ

ーション研修の実施 
500,000 円

若者を対象とした、協働のまちづくりに関する

研修会及びファシリテーションスキル習得のため

の研修会の開催 

500,000 円

島田市 ファシリテーター養成研修会の開催 500,000 円

沼津市 

少子化問題の現状及び対策等に関するセミナー

の開催 
245,010 円

公共施設の整備・管理に関する講演会の開催 34,578 円

富士山 

ネットワーク会議 

富士山世界遺産登録１周年を記念したシンポジ

ウムの開催 
457,124 円
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富士市 
地区まちづくり活動を担う人材育成のための連

続講座の開催 
500,000 円

東駿河湾環状道路開通記念

イベント実行委員会

東駿河湾環状道路開通１周年を記念したシンポジ

ウムの開催
500,000 円

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

平成 27年 2 月 14 日に、静岡県コミュニティづくり推進協議会が「地域で紡ぐセーフ

ティネット」をテーマに沼津市で開催した事業に対し、経費の一部を助成した。 

（参加者：350 人） 

(21) 静岡県市町対抗駅伝競走大会助成事業 （決算額：2,000,000 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。 

（平成 26年 12 月 6 日開催、全 35市町参加） 

(22) 地域づくり推進助成事業 （決算額：81,089,347 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、海

外からのインバウンドの拡大及び市町の直面する課題解決のための海外事情調査を実施

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）に全市町一括

加入し、その年会費を負担した。 

市町名 事業内容 助成額 

東伊豆町 

首都圏での就職ガイダンス等を活用した移住・定

住に関するＰＲ事業の実施及び町内就職情報や企業

誘致に関わる広報活動の実施等 

486,000 円

伊勢原市で開催される太田道灌に関するイベント

への参加及び伊勢原甲冑隊を招いての「熱川石曳き

道灌まつり」の開催 

513,000 円

菊川市 
県外在住者を対象とした体験型ツアーの実施、他

県でのＰＲ活動の実施及び受け入れ体制の検討 
3,000,000 円

牧之原市 中国上海市及び杭州市での交流会の開催 1,498,716 円
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牧之原市 
江蘇省の政府及び学校での教育旅行誘致のための

ＰＲ活動の実施 
1,495,000 円

湖西市 
南相馬市の子どもと湖西市の子どもの交流事業の

実施 
1,977,868 円

焼津市 

台南現地の高校校長に対する教育旅行誘致のため

のＰＲ活動の実施及び効果的なＰＲに関する調査研

究 

146,920 円

魚河岸シャツを活用した県内外でのＰＲイベント

の実施 
350,000 円

島田市 
フォトロゲイニングＮＩＰＰＯＮ島田大会の開催

及びＳＡ・ＰＡでのＰＲ活動の実施 
1,700,000 円

袋井市 

ベトナム留学生のホームステイの受け入れ及びベ

トナム商工会議所との交流事業 
1,000,000 円

台湾で開催される「日本の観光・物産博 2014」へ

の出展及び商談会でのプレゼンテーションの実施 
1,108,000 円

「ＷＯＲＬＤ ＦＯＯＤ ＭＯＳＣＯＷ 2014」への

出展及び現地食品関連バイヤーに対するＰＲ活動の

実施 

392,000 円

函南町 
町のＰＲ用オリジナルムービーを活用した観光Ｐ

Ｒイベントの開催 
3,000,000 円

御殿場市 

県外高校書道部を招いての市民参加型書道パフォ

ーマンス体験プログラムの実施及び市内高校書道部

との交流イベントの開催 

1,731,369 円

吉田町 

福岡県八女市で開催されるイベントでの産業・観

光ＰＲの実施及び町ＰＲキャラクターデザインの作

成 

2,024,000 円

３市１町広

域観光連携

協議会

台湾高雄旅行博への出展及び現地旅行会社・教育

関係者に対するＰＲ活動の実施 
919,386 円

台中旅行博への出展及び現地旅行会社・教育関係

者に対するＰＲ活動の実施 
617,271 円

台湾マラソンセミナーへの参加、台湾マラソン会

場でのブース出展及び旅行エージェント訪問による

ＰＲ活動の実施 

509,544 円

台湾台南市政府関係者、里長及び旅行エージェン 2,300,000 円
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トを対象としたファムトリップの実施 

掛川市 

将棋王将戦開催による掛川城周辺の歴史・文化ゾ

ーンの情報発信及び全国的な交流人口拡大 
1,000,000 円

韓国横城郡で開催される「韓牛祭」での掛川ブー

スの出展 
211,779 円

伊豆の国市

モンゴル国ソンギノハイラハン地区での今後の都

市交流の可能性に関する調査 
346,500 円

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿に対

するモンゴル国の考え方や合宿誘致にあたっての課

題等に関する調査 

475,040 円

台湾現地エージェントに対するセールス及び北投

温泉博での観光ＰＲの実施 
562,000 円

静岡ビジターズネッ

トワーク協力会イン

バウンド委員会

タイ旅行業者に対するＰＲ活動の実施及びバンコ

クでの商談会への参加 
3,600,000 円

静岡県海外誘

客推進協議会

台湾旅行会社及びメディアを対象としたファムト

リップの実施並びにＩＴＦ2014 への出展 
8,996,711 円

富士地域観光

振興協議会 

台湾旅行エージェントやメディア等を対象とした

ファムトリップの実施及び台湾現地でのセールス活

動の実施 

4,693,920 円

台湾メディア及び旅行エージェントとの商談会の

実施 
923,340 円

富士山伊豆の

まちインバウ

ンド事業推進

協議会 

中国四川省重慶・武漢旅行業者に対する観光ＰＲ

の実施及び中国旅行業者の招聘 
2,000,000 円

御前崎市 

姉妹都市である大韓民国慶尚北道蔚珍郡の郡民を

招聘しての御前崎市との交流 
1,000,000 円

国内中国旅行社を対象としたファムトリップの実

施 
1,730,411 円

藤枝市 

国内外交流都市を招いての文化・芸術パフォーマ

ンスの披露及び市のＰＲの実施 
1,000,000 円

韓国・楊州市の人口増加地区のインフラ整備及び

人口獲得のための地域振興策に関する調査 
266,070 円
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藤枝市 
台北市役所及び台南市役所での今後の交流に関す

る調査 
114,016 円

静岡県東部地域 

コンベンション 

ビューロー

 ＩＴＦ2014 への出展による富士山を中心とした観

光ＰＲの実施 
8,500,000 円

南伊豆町
ＩＴＦ2014 への出展、現地エージェントとの商談

及び OWS 大会への台湾選手の招聘等の実施 
3,000,000 円

伊豆東海岸国際観

光モデル地区整備

推進協議会 

 台湾現地エージェントに対するセールス及び北投

温泉博での観光ＰＲの実施 
2,660,000 円

ＩＴＦ2014 会場での観光ＰＲの実施及び観光客拡

大のためのアンケート調査の実施 
2,542,000 円

韓国のエージェント及びメディアを対象としたＰ

Ｒの実施 
1,798,000 円

小山町 

ＩＴＦ2014 での観光ＰＲの実施及び現地企業への

ＰＲの実施 
499,410 円

 高度施設園芸に関する先進国視察調査 2,000,000 円

西伊豆町 
 台湾現地エージェントに対するセールス及び北投

温泉博での観光ＰＲの実施 
562,000 円

静岡遠州観光ネット

ワークニューツーリ

ズム実行委員会

台湾旅行社に対するガイドライドツアーセールス

活動、シンガポール現地エージェント・メディア関

係者に対するアグリツーリズム等のＰＲ活動 

4,000,000 円

大井川流域観光プ

ロモーション推進

協議会 

 台湾旅行関係者に対する観光ＰＲの実施及びトー

クイベントでの市民に対する観光ＰＲ・ニーズ調査

の実施 

1,637,100 円

沼津市
 他地域住民を招いてのボランティア体験の実施及

び農漁業体験を中心とした体験イベントの開催 
500,000 円

韓国訪日教育旅行

誘致協議会 

韓国の中学・高校校長及びエージェントを対象と

したファムトリップの実施 
401,976 円

伊東市 

 インバウンド施策及び文化施設整備の課題に関す

る調査 
393,210 円

 伊豆半島ジオパーク伊東エリアビジターセンター

のプレオープニングイベントの実施等 
606,790 円
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(23) 公共施設ユニバーサルデザイン化助成事業 （決算額：22,875,342 円） 

高齢者、外国人、障がい者、妊産婦など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、ハード及びソフト整備を実施した 25 市町に対し、100 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 

伊豆市 
市役所等駐車場へのゆずりあい駐車場路面シー

トの設置 
897,500 円

森町 
役場本庁舎への視覚障害者誘導用ブロックの設

置 
961,200 円

島田市 二俣地区多目的集会施設トイレの改修 1,000,000 円

河津町 河津中学校等トイレの改修 1,000,000 円

東伊豆町 役場庁舎１階トイレの改修 986,040 円

焼津市 焼津市文化センタートイレ等の改修 722,520 円

富士市 
富士市道（歩道）への視覚障害者誘導用ブロック

の設置 
1,000,000 円

伊豆の国市
老人憩いの家等駐車場へのゆずりあい駐車場コ

ーンの設置及び韮山体育館等トイレの改修 
1,000,000 円

三島市 楽寿園正門トイレの改修 1,000,000 円

吉田町 吉田町学習ホールトイレの改修 1,000,000 円

長泉町 長泉小学校体育館トイレの改修 1,000,000 円

富士宮市 
市役所本庁舎駐車場へのゆずりあい駐車場路面

シートの設置 
972,000 円

下田市 下田中学校屋内運動場トイレの改修 1,000,000 円

藤枝市 

グラススキー場への多目的トイレの設置 800,000 円

青木中央公園及び内谷三輪公園駐車場へのゆず

りあい駐車場路面シートの設置 
184,680 円

御殿場市 救急医療センタートイレの改修 993,600 円

沼津市  沼津御用邸記念公園避難経路等案内看板の設置 1,000,000 円
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湖西市 
新居関所史料館トイレの改修等及び市役所庁舎

敷地内段差解消 
771,120 円

牧之原市 
榛原総合運動公園ぐりんぱる等駐車場へのゆず

りあい駐車場路面シートの設置 
626,400 円

南伊豆町 町立南上小学校等トイレの改修 1,000,000 円

菊川市 菊川公園への多目的トイレの設置 1,000,000 円

裾野市 裾野市運動公園屋外トイレの改修 1,000,000 円

掛川市 掛川駅北口広場への点字誘導ブロックの設置 1,000,000 円

小山町 町立明倫小学校等トイレの改修 1,000,000 円

伊東市 

本庁舎階段段鼻視認識別工事及び歩道段差解消 691,200 円

なぎさ公園トイレ入口の段差解消及び手摺りの

設置等 
269,082 円

(24) 消防広域化協議会運営費助成事業 （決算額：14,239,092 円）  

市町村における消防力の強化等を目的とした消防救急の広域化を協議するための協議

会等に対し、その協議の円滑な推進を支援するため、事業経費の一部を助成した。 

（助成対象団体：４地域） 

(25) 公共施設省エネルギー及び新エネルギー機器導入助成事業（決算額：83,763,120 円） 

 地球環境保全及び東日本大震災以降の電力事情を考慮し、地域全体で省エネルギー化・

新エネルギー化社会の構築を推進するため、公共施設に省エネルギー機器及び新エネルギ

ー機器を導入した市町に対し、事業費の一部又は全部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

下田市 市道敷根１号線道路照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

小山町 役場本庁舎照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

富士市 防犯用ＬＥＤ街路灯設置費の補助 3,000,000 円

森町 
役場本庁舎、別館及び町民生活センター照明のＬ

ＥＤ化 
3,000,000 円

御前崎市 市役所庁舎照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

湖西市 市立中央図書館等のフロア照明のＬＥＤ化 3,000,000 円
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三島市 市役所本館福祉部門照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

御殿場市 

御殿場駅東西自由通路照明のＬＥＤ化 500,000 円

市役所本庁舎３階事務室照明のＬＥＤ化 1,000,000 円

コミュニティ組織が設置する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
1,500,000 円

島田市 市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

焼津市 市役所本館照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

函南町 函南町文化センター照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

熱海市 町内会用ＬＥＤ防犯灯の購入 3,000,000 円

伊豆市 プラグインハイブリッド車の購入 3,000,000 円

清水町 

庁舎内避難誘導灯のＬＥＤ化 936,320 円

町内防犯灯のＬＥＤ化 2,063,680 円

藤枝市 藤枝駅南北自由通路照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

長泉町 コミュニティながいずみ照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

東伊豆町 
庁舎１階会議室照明及び庁舎内誘導灯のＬＥＤ

化 
3,000,000 円

牧之原市 小堤山公園照明灯のＬＥＤ化 1,836,000 円

磐田市 市役所西庁舎１階ホール照明のＬＥＤ化 1,134,000 円

松崎町 
役場庁舎、環境改善センター及び生涯学習センタ

ー照明のＬＥＤ化 
3,000,000 円

富士宮市 市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

伊豆の国市 市内防犯灯のＬＥＤ化 2,801,520 円

沼津市 

中央公園照明灯のＬＥＤ化 1,000,000 円

市道 0216-1 号線道路照明灯のＬＥＤ化 1,000,000 円

市役所本庁舎共用部分照明のＬＥＤ化 1,000,000 円

南伊豆町 町立南伊豆東中学校照明のＬＥＤ化 3,000,000 円
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掛川市 大東支所及び大須賀支所照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

伊東市 生涯学習センター中央会館照明のＬＥＤ化 2,991,600 円

河津町 河津桜観光交流館への太陽光発電システム設置 3,000,000 円

西伊豆町 黄金崎クリスタルパーク美術館照明のＬＥＤ化 3,000,000 円

裾野市 

各地区ＬＥＤ防犯灯設置費の補助 2,726,384 円

富士山資料館照明のＬＥＤ化 273,616 円

(26) 地域協働促進助成事業 （決算額：24,759,000 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 11 市町

15 事業に対し、事業費の一部又は全部を助成した。 

市町名 事業内容 助成額 

函南町 

ボランティア支援員等による家庭訪問型子育て支援

活動及びオーガナイザーの養成
866,000 円

ご当地グルメの開発及び「道の駅」に関する調査

研究の実施 
1,333,000 円

藤枝市 
市民協働によるお茶の取り組み事例の紹介及びお

茶の消費拡大イベントの実施 
3,000,000 円

沼津市 
ファシリテーター養成研修の実施及び協働体制の

整備 
864,000 円

焼津市 
まちづくりコーディネーターの養成、市民活動団

体のまちづくり活動支援及び市民活動拠点づくり 
3,000,000 円

牧之原市
地域情報に関するウェブサイトの管理・運営及び

サイト利用者等の交流促進事業の実施 
2,979,000 円

裾野市 

市民活動センターの運営（広報活動、各団体の活

動取材及び相談事業等） 
2,200,000 円

会議ファシリテーター養成講座の実施 800,000 円

東伊豆町
熱川温泉振興のための住民とのワークショップの

開催、計画書の作成及び賑わい創出イベントの実施
1,997,000 円

小山町 
住民参加による小山町自治基本条例策定委員会の

設置及び委員会の開催 
833,000 円
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富士市 

「まちづくり協議会」の運営方法検討のためのア

ンケート調査の実施及び協議会運営のサポート役育

成のための研修の実施 

3,000,000 円

島田市 

オープンデータを活用した地域協働広報紙の発

行、発行イベントの開催及びアンケート調査の実施
1,000,000 円

陶芸を中心としたアートによる文化振興のための

ワークショップの開催及び陶芸教室の開催 
700,000 円

袋井市 

 保育士及び地域の子育てサポーターによる子ども

一時預かり事業の実施 
1,147,000 円

地域版子育て支援センターの運営及び母親クラブ

の活動支援の実施 
1,040,000 円

(27) 多文化共生推進助成事業 （決算額：2,002,500 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 3 市 6 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 

富士市 

学習サポートセンターの運営 175,000 円

日本語ボランティア養成講座の開催、外国人を対

象とした日本語学習講座の開催及び多文化共生に関

する意識調査の実施 

825,000 円

清水町 在住外国人を対象とした日本語教室の開催 250,000 円

袋井市 

外国人小学生とその親を対象とした日本語能力向

上講座の開催 
325,000 円

多文化共生への理解を深めるための研修会の開催 100,000 円

外国人相談窓口の設置 327,500 円

 (28) 市町連携強化推進事業 （決算額：220,246,124 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 

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 6事業に対し

助成した。 
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実施主体 事業内容 助成額 

志太広域公共施設

マネジメント協議

会 

公共施設のデータベース整理、比較

及び分析調査 
16,400,000 円

ふじのくにダンボ

ールコンポスト研

究会 

可燃ごみ減量のためのダンボールコ

ンポストに関する調査研究 
5,526,000 円

協働のまちづくり

４市合同研究会 

協働を基本としたまちづくりに関す

る実地調査、アンケート調査及び報告

書の作成 

1,000,000 円

伊豆半島ジオパー

ク推進協議会 

ジオパーク拠点施設活用手法等に関

する調査 
8,380,000 円

沼津市と長泉町と

の東名・新東名ＩＣ

周辺都市利用構想

検討会 

沼津市と長泉町との東名・新東名 IC

周辺土地利用構想の策定 
1,584,000 円

公共施設等総合管

理計画に関する協

議会 

公共施設の統合データベース化及び

公共施設等の管理に関する調査 
2,778,000 円

イ 広域イベント・広報事業 

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 18 事業に対し助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

東海道街道文化創

造事業実行委員会 

島田市と藤枝市の連携・協働による

年間通しての各種イベントの開催 
10,000,000 円

富士山ネットワー

ク会議スポーツ事

業研究会 

ウルトラトレイル・マウントフジ市

町振興部門の運営 
4,559,000 円

富士山ネットワー

ク会議産業研究会 

「富士のふもとの大博覧会 2014」の

開催 
2,550,000 円

駿東地区体育協会

連絡会 

「駿東地区小学生リレーカーニバル

大会」の開催 
442,000 円
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志太３市広域連携

協議会 

３市連携によるイルミネーション事

業の実施及び共同ＰＲ活動の実施 
17,500,000 円

世界農業遺産「静

岡の茶草場農法」

推進協議会 

静岡の茶草場農法の周知・ＰＲ活動

の実施 
3,000,000 円

中部地域富士山静

岡空港等利活用協

議会 

富士山静岡空港での情報発信及びＰ

Ｒ活動の実施 
7,500,000 円

県立静岡がんセン

ター公開講座協議

会 

 県立静岡がんセンターとの協働によ

る公開講座の開催 
2,000,000 円

全日本少年サッカ

ー大会決勝大会富

士山すその支援委

員会 

全日本少年サッカー大会でのおもて

なし事業の実施 
1,680,000 円

富士山女子駅伝富

士地区実行委員会 

富士山女子駅伝及びプレイベントの

開催 
2,319,000 円

ＳＬフェスタ 2014

実行委員会 
SL フェスタ 2014 の開催 3,699,000 円

伊豆トレイルラン

ニングレース実行

委員会 

「IZU TRAIL Journey 2015」の開催 0 円

富士山フェスタ

2014 実行委員会 

 富士山世界文化遺産登録１周年記念

イベント「富士山フェスタ 2014」の開

催 

15,896,000 円

富士山静岡空港周

辺地域観光振興研

究会 

台中旅行博への出展及び旅行エージ

ェントに対するセールス活動の実施 
1,400,000 円

2市1町フレンドシ

ップ事業・富士山

友好ウォーク実行

委員会 

中国旅行社を対象としたファムトリ

ップの実施及びウォーキング大会の実

施 

4,000,000 円

伊豆半島 7 市 6 町

首長会議 

第 2 回伊豆半島防災シンポジウムの

開催 
600,000 円
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静岡県東部地域コ

ンベンションビュ

ーロー 

台北国際旅行博への出展及び SNS 等

を活用した情報発信 
2,436,000 円

3市1町広域観光連

携協議会 
「旅まつり名古屋 2015」への出展 464,000 円

ウ 広域職員ネットワーク事業 

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

た次の 17グループに対し助成した。 

実施グループ 事業内容 助成額 

内陸のフロンティ

アを拓く取組市町

防災・減災研究会 

事前復興、防災・減災に関する現地

調査 
419,160 円

4 市職員の協働意識

向上に関する合同

研究グループ 

協働に対する職員の意識改革に関

する先進事例調査 
282,240 円

公共施設経営に関

する調査研究会 

公共施設マネジメントの手法等に

関する調査研究 
220,200 円

富士山静岡空港周

辺地域観光振興研

究会タイ調査部会 

タイバンコクにおける旅行エージ

ェント訪問調査及び現地商談会への

参加 

500,000 円

地域連携促進研究

会 

伊豆半島ジオパーク地域連携拡大

のための調査研究 
465,616 円

榛南・南遠広域都市

計画区域等一般廃

棄物処理施設研究

会 

一般廃棄物処理施設の延命化及び

更新等に関する先進地調査 
393,740 円

島田市・焼津市糖尿

病性腎症重症化予

防研究会 

糖尿病性腎症重症化予防事業に関

する先進事例の調査研究 
378,620 円

内陸のフロンティ

アを拓く取組市町

地域活性化研究会 

環境変化を地域活性化に活かす取

組に関する事例調査 
470,020 円
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空港周辺市町空港

共生協議会調査研

究部会 

国際貨物基地物流システム及び LCC

専用ターミナルビルの視察研究 
500,000 円

富士山静岡空港を

活用したシティプ

ロモーション研究

会 

シティプロモーション事業の先進

地調査 
496,816 円

富士山ネットワー

ク会議企画研究会 

地方中枢都市モデル地区視察及び

広域連携の検討・研究 
401,540 円

御殿場裾野シティ

プロモーション担

当職員グループ 

シティプロモーション事業の先進

地調査 
283,620 円

教育委員会共同設置

に関する二町合同研

究グループ 

 教育委員会共同設置を行う先進自

治体調査 
328,960 円

安全・安心で活力あ

るまちづくり研究会 

中心市街地活性化及び災害に強いま

ちづくりに関する先進自治体調査 
392,862 円

地域活性化による健

康寿命延伸研究会 

官民協働による地域振興・健康まちづ

くりに関する先進地調査 
450,000 円

行政経営研究会 公

民連携・協働部会施

設民活研究グループ 

指定管理者制度導入に関する調査 244,710 円

富士市・沼津市中核

市制度研究グループ 

中核市の視察及び視察結果について

の意見交換の実施 
204,020 円

エ 事務共同化事業 

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 3事業に対し助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

志太地域校務支援事

務共同化協議会 
校務支援システムの導入 47,000,000 円

焼津市藤枝市航空写真

整備共同撮影協議会 

焼津市・藤枝市の航空写真共同撮

影の実施 
11,101,000 円
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富士地区電子自治体

推進協議会 
情報システムの共同構築及び運用 40,000,000 円

(29) コミュニティ活動推進助成事業 （決算額：10,336,000 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った 3 市に対し、事業費の一部

を助成した。 

市町名 地区名 助成額 

富士市 水の上町内会 2,736,000 円

牧之原市 西萩間区 4,000,000 円

島田市 東町 3,600,000 円

(30) コミュニティ施設改修助成事業 （決算額：1,006,000 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 2 市に対し、事業費

の一部を助成した。 

市町名 地区名 改修内容 助成額 

牧之原市 三栗町内会 耐震補強 484,000 円 

磐田市 下神増自治会 耐震補強 522,000 円 

(31) 地域コミュニティ活性化助成事業 （決算額：18,144,000 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 13 市

町に対し、事業費の一部を助成した。 

 (32) 消防救急デジタル無線整備事業交付金交付事業 （決算額：933,648,000 円） 

平成 28年 5 月までに整備が必要とされる消防救急無線デジタル化事業に対し、その整

備事業の円滑な推進を支援するため、事業を実施した団体に対し、事業費の一部を助成

した。  （助成実績：7団体） 

 (33) 地震・津波対策事業交付金交付事業 （決算額：271,989,000 円） 

 静岡県が第 4 次地震被害想定の公表を受けて創設した緊急地震・津波対策交付金事業

20



による市町のより一層の事業推進を支援するため、発災時に住民の生命を守るため緊急

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 1/6（一部事業は 1/12 又

は 1/18）を上限に交付金を交付した。 

(34) 市町村センター管理事業 （決算額：30,363,670 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 3 団体に事務室スペースを無償

貸与するとともに、会議室を設置し、市町関連団体等に対し無償で貸し出しを実施した。 

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、平成 27 年度の市町村振興事業について検

討した。 

  この結果は、「平成 26 年度企画委員会検討結果報告書」として、平成 26 年 12 月 16 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：円）

市町名 金　　額 市町名 金　　額

沼津市 23,892,125 東伊豆町 4,141,791

熱海市 6,431,150 河津町 3,598,195

三島市 12,903,674 南伊豆町 3,734,228

富士宮市 17,592,018 松崎町 3,567,278

伊東市 9,283,194 西伊豆町 6,611,481

島田市 17,630,491 函南町 6,337,952

富士市 28,527,210 清水町 5,776,164

磐田市 29,518,417 長泉町 6,534,385

焼津市 18,599,992 小山町 4,730,104

掛川市 19,072,105 吉田町 5,553,295

藤枝市 18,501,596 川根本町 6,486,470

御殿場市 10,859,766 森町 4,623,106

袋井市 13,366,288

下田市 5,122,971

裾野市 7,769,530

湖西市 11,149,336

伊豆市 12,861,946

御前崎市 8,296,230

菊川市 9,978,445

伊豆の国市 13,059,569

牧之原市 10,155,700

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 366,266,202

平成２６年度 市町交付金（オータムジャンボ）配分一覧表

町　　計 61,694,449

市　　計 304,571,753
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平成26年度長期貸付金貸付一覧表（平成27年3月24日執行）
（単位：千円）　　　　　

消防防災
施設整備事業

その他 防災対策事業
消防防災

施設整備事業
その他

1 沼津市 497,000 497,000 一般単独・緊急防災・減災

169,100
教育・福祉施設等整備
一般廃棄物処理（ごみ処理施設）

3,100
教育・福祉施設等整備
一般廃棄物処理（ごみ運搬車）

83,400
学校教育施設等整備
山田小学校受水槽取替ほか

60,300
社会福祉施設整備
養護老人ホーム整備ほか

40,800
緊急防災・減災
デジタル無線機整備

508,900
学校教育施設等整備（全7事業）
小学校改修事業ほか

77,300
社会福祉施設整備（全3事業）
介護施設等整備費補助

66,200
一般単独　一般　区画整理
（全2事業）

5 御殿場市 34,600 34,600
一般単独　緊急防災・減災
消防団車両整備

6 伊豆市 22,500 22,500
緊急防災・減災
防災基盤整備

265,300 緊急防災・減災
同報系防災行政無線デジタル化整備

118,600
教育施設等整備
六郷小学校屋外プール整備

25,800
学校教育施設等整備
長岡中学校校舎大規模改修

17,600
学校教育施設等整備
韮山中学校校舎大規模改修

11,500
学校教育施設等整備
大仁北小学校校舎大規模改修

332,000
一般
航空機格納庫建設

100,100
緊急防災・減災
静岡地域消防広域化

10 河津町 46,500 46,500
地域活性化【25繰越】
見高地区地域振興施設整備

77,800
一般
柿田川公園整備ほか３

34,500
防災対策
急傾斜地崩落防止

30,000 一般単独　一般

30,000 一般単独　緊急防災・減災

53,000
一般単独　一般
吉田町中央公民館改修

4,600
一般単独　一般
吉田漁港水産基盤整備

2,800
一般単独　一般
吉田漁港小規模局部改良

14 森町 79,300 79,300
地方道路等整備
町道改良工事

224,100
緊急防災・減災事業
消防救急デジタル無線整備ほか

32,200
一般
水槽付消防ポンプ自動車整備

71,400
一般単独　緊急防災・減災
消防救急デジタル無線整備

22,200
教育・福祉施設等整備
水槽付ポンプ車購入

71,800
一般単独　緊急防災・減災
特殊水槽付消防ポンプ自動車整備

70,700
教育福祉施設等整備　一般廃棄物処理

中央データ処理装置修理

491,800
一般廃棄物処理
ごみ焼却施設整備

28,600
緊急防災・減災
消防ポンプ自動車導入

3,805,400 0 1,660,300 34,500 0 2,110,600

17
吉田町牧之原市
広域施設組合

142,500

田方地区消防組合 256,300

16
袋井市森町

広域行政組合
93,600

2 熱海市 172,200

7 菊川市 383,900

3 三島市 184,500

備     考
学校･福祉施設等整備事業 一般単独事業

団 体 名
　  　事業名

貸付額

計

4 富士市 652,400

吉田町 60,400

18
御殿場市・小山町

広域行政組合
520,400

12 長泉町 60,000

15

8 伊豆の国市 54,900

13

9 牧之原市 432,100

11 清水町 112,300
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※ 附属明細書について 

  平成 26 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 平成26年度  財務諸表

単位：円

当年度 前年度 増減

639,052,517 371,631,288 267,421,229

3,003,289 0 3,003,289

3,358,917 2,783,296 575,621

645,414,723 374,414,584 271,000,139

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 4,063,196,603 4,041,145,164 22,051,439

長期貸付金 29,150,445,558 28,318,113,760 832,331,798

退職給付引当資産 379,886 259,072 120,814

土地 364,302,849 364,302,849 0

建物 284,174,778 293,245,690 △ 9,070,912

建物付属設備 82,187,472 95,545,504 △ 13,358,032

構築物 2,639,728 3,060,850 △ 421,122

什器・備品 1,306,783 1,493,893 △ 187,110

特定資産　計 33,948,633,657 33,117,166,782 831,466,875

ソフトウエア 46,200 71,400 △ 25,200

その他固定資産　計 46,200 71,400 △ 25,200

33,949,679,857 33,118,238,182 831,441,675

34,595,094,580 33,492,652,766 1,102,441,814

87,130 77,668 9,462

513,289,819 243,586,646 269,703,173

513,376,949 243,664,314 269,712,635

379,886 259,072 120,814

2,300,000,000 700,000,000 1,600,000,000

2,300,379,886 700,259,072 1,600,120,814

2,813,756,835 943,923,386 1,869,833,449

1,000,000 1,000,000 0

30,679,443,561 31,450,430,724 △ 770,987,163

静岡県交付金 30,653,737,972 31,420,616,144 △ 766,878,172

有価証券評価損益 25,705,589 29,814,580 △ 4,108,991

30,680,443,561 31,451,430,724 △ 770,987,163

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

(30,679,443,561) (31,450,430,724) 770,987,163

1,100,894,184 1,097,298,656 3,595,528

(968,810,210) (966,476,986) (△ 100,472,239)

31,781,337,745 32,548,729,380 △ 767,391,635

34,595,094,580 33,492,652,766 1,102,441,814

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

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

資産合計

退職給付引当金

貸借対照表
平成27年3月31日　現在

科目

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

普通預金

仮払金

流動資産　計

未収金

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
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単位：円

当年度 前年度 増減

3,501 3,500 1

基本財産受取利息振替額 3,501 0 3,501

0 3,500 △ 3,500

16,308,668 17,743,162 △ 1,434,494

16,308,668 17,743,162 △ 1,434,494

基金積立資産受取利息 0 17,743,132 △ 17,743,132

退職給付引当資産受取利息 64 30 34

特定資産受取利息振替額 16,308,604 0 16,308,604

2,037,615,585 969,938,525 1,067,677,060

静岡県交付金振替額 1,671,349,383 550,479,682 1,120,869,701

静岡県交付金振替額 1,669,833,533 0 1,669,833,533

特定資産償還損益振替額 1,515,850 0 1,515,850

静岡県交付金 366,266,202 419,458,843 △ 53,192,641

196,301,884 218,997,360 △ 22,695,476

196,301,884 218,997,360 △ 22,695,476

受取負担金 525,384 0 525,384

受取負担金 525,384 0 525,384

950,000 950,000 0

950,000 950,000 0

247,378 242,078 5,300

223,408 220,709 2,699

23,970 21,369 2,601

2,251,952,400 1,207,874,625 1,044,077,775

2,199,264,542 1,184,702,802 1,014,561,740

2,167,651 1,992,206 175,445

1,382,550 1,187,322 195,228

96,651 110,142 △ 13,491

582,919 501,388 81,531

901,338 791,340 109,998

246,776 357,344 △ 110,568

23,037,176 23,151,402 △ 114,226

233,785 375,325 △ 141,540

0 112,350 △ 112,350

1,239,138 1,468,908 △ 229,770

821,776 652,467 169,309

107,222 107,695 △ 473

794,137 1,211,732 △ 417,595

420,000 100,000 320,000

26,774,670 36,751,427 △ 9,976,757

535,674,950 461,402,656 74,272,294

28,220,601 27,462,255 758,346

4,660,000 4,170,000 490,000

1,571,903,202 622,796,843 949,106,359

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
（平成26年4月1日～平成27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

基本財産受取利息

静岡県交付金

特定資産運用益

特定資産受取利息

修繕費

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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103,426,547 112,704,700 △ 9,278,153

541,913 498,052 43,861

30,000 30,000 0

345,637 296,830 48,807

24,163 27,535 △ 3,372

145,730 125,347 20,383

41,293 44,510 △ 3,217

345,550 262,840 82,710

25,200 26,950 △ 1,750

8,087 11,190 △ 3,103

176,292 180,856 △ 4,564

65,400 83,950 △ 18,550

2,000 4,150 △ 2,150

5,086,164 4,813,217 272,947

6,104,688 5,448,175 656,513

188,897 182,360 6,537

90,295,533 100,648,738 △ 10,353,205

0 20,000 △ 20,000

2,302,691,089 1,297,407,502 1,005,283,587

△ 50,738,689 △ 89,532,877 38,794,188

25,370,400 1,676,100 23,694,300

25,370,400 1,676,100 23,694,300

△ 25,368,289 △ 87,856,777 62,488,488

28,963,817 9,948,919 19,014,898

28,963,817 9,948,919 19,014,898

0 0 0

28,963,817 9,948,919 19,014,898

3,595,528 △ 77,907,858 81,503,386

1,097,298,656 1,175,206,514 △ 77,907,858

1,100,894,184 1,097,298,656 3,595,528

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

特定資産評価損益

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計

雑費

賃借料

公租公課

支払負担金

旅費交通費

減価償却費

消耗品費

印刷製本費

給料

職員手当

退職給付費用

福利厚生費

会議費

役員報酬

当期一般正味財産増減額

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

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

27



902,955,361 1,006,487,397 △ 103,532,036

902,955,361 1,006,487,397 △ 103,532,036

基本財産運用益 3,501 0 3,501

基本財産受取利息 3,501 0 3,501

特定資産運用益 16,308,604 0 16,308,604

特定資産受取利息 16,308,604 0 16,308,604

△ 1,373,141 △ 5,707,314 4,334,173

△ 1,373,141 △ 5,707,314 4,334,173

△ 1,220,000 △ 95,400 △ 1,124,600

△ 1,220,000 △ 95,400 △ 1,124,600

△ 1,687,661,488 △ 550,479,682 △ 1,137,181,806

基本財産受取利息振替額 △ 3,501 0 △ 3,501

静岡県交付金振替額 △ 1,669,833,533 △ 550,479,682 △ 1,119,353,851

特定資産受取利息振替額 △ 16,308,604 0 △ 16,308,604

△ 1,515,850 0 △ 1,515,850

△ 770,987,163 450,205,001 △ 1,221,192,164

31,451,430,724 31,001,225,723 450,205,001

30,680,443,561 31,451,430,724 △ 770,987,163

31,781,337,745 32,548,729,380 △ 767,391,635

静岡県交付金

静岡県交付金

特定資産運用損

特定資産評価損

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

Ⅲ　正味財産期末残高

一般正味財産への振替額

特定資産償還損益振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部
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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 3,501 3,501

基本財産受取利息振替額 0 3,501 3,501

特定資産運用益 16,308,604 64 16,308,668

特定資産受取利息 16,308,604 0 16,308,604

退職給付引当資産受取利息 0 64 64

16,308,604 0 16,308,604

静岡県交付金 1,947,320,052 90,295,533 2,037,615,585

静岡県交付金振替額 1,581,053,850 90,295,533 1,671,349,383

静岡県交付金振替額 1,579,538,000 90,295,533 1,669,833,533

特定資産償還損益振替額 1,515,850 0 1,515,850

静岡県交付金 366,266,202 0 366,266,202

事業収益 184,502,090 11,799,794 196,301,884

長期貸付金利息 184,502,090 11,799,794 196,301,884

受取負担金 420,307 105,077 525,384

受取負担金 420,307 105,077 525,384

受取助成金 0 950,000 950,000

受取助成金 0 950,000 950,000

雑収益 0 247,378 247,378

受取利息 0 223,408 223,408

雑収益 0 23,970 23,970

経常収益計 2,148,551,053 103,401,347 2,251,952,400

（２）経常費用 0

事業費 2,199,264,542 2,199,264,542

給料 2,167,651 2,167,651

職員手当 1,382,550 1,382,550

退職給付費用 96,651 96,651

福利厚生費 582,919 582,919

会議費 901,338 901,338

旅費交通費 246,776 246,776

減価償却費 23,037,176 23,037,176

消耗品費 233,785 233,785

印刷製本費 1,239,138 1,239,138

賃借料 821,776 821,776

保険料 107,222 107,222

諸謝金 794,137 794,137

公租公課 420,000 420,000

支払負担金　 26,774,670 26,774,670

支払助成金 535,674,950 535,674,950

委託費 28,220,601 28,220,601

支払利息 4,660,000 4,660,000

支払交付金 1,571,903,202 1,571,903,202

特定資産受取利息振替額

正味財産増減計算書内訳表
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

科     目 法人会計 合計
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管理費 103,426,547 103,426,547

給料 541,913 541,913

役員報酬 30,000 30,000

職員手当 345,637 345,637

退職給付費用 24,163 24,163

福利厚生費 145,730 145,730

会議費 41,293 41,293

旅費交通費 345,550 345,550

減価償却費 25,200 25,200

消耗品費 8,087 8,087

印刷製本費 176,292 176,292

賃借料 65,400 65,400

公租公課 2,000 2,000

支払負担金　 5,086,164 5,086,164

委託費 6,104,688 6,104,688

手数料 188,897 188,897

支払納付金 90,295,533 90,295,533

経常費用計 2,199,264,542 103,426,547 2,302,691,089
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 50,713,489 △ 25,200 △ 50,738,689

特定資産評価損益等 25,370,400 0 25,370,400

特定資産評価損益等 25,370,400

評価損益等計 25,370,400 0 25,370,400

当期経常増減額 △ 25,343,089 △ 25,200 △ 25,368,289

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

過年度修正益 28,963,817 0 28,963,817

経常外収益計 28,963,817 0 28,963,817

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 28,963,817 0 28,963,817

当期一般正味財産増減額 3,620,728 △ 25,200 3,595,528

一般正味財産期首残高 1,097,227,256 71,400 1,097,298,656

一般正味財産期末残高 1,100,847,984 46,200 1,100,894,184
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Ⅱ　指定正味財産増減の部

静岡県交付金 812,659,828 90,295,533 902,955,361

静岡県交付金 812,659,828 90,295,533 902,955,361

基本財産運用益 0 3,501 3,501

基本財産受取利息 0 3,501 3,501

特定資産運用益 16,308,604 0 16,308,604

特定資産受取利息 16,308,604 0 16,308,604

特定資産評価損益 △ 1,373,141 0 △ 1,373,141

特定資産評価損益 △ 1,373,141 0 △ 1,373,141

特定資産運用損 △ 1,220,000 0 △ 1,220,000

特定資産評価損 △ 1,220,000 0 △ 1,220,000

一般正味財産への振替額 △ 1,597,362,454 △ 90,299,034 △ 1,687,661,488

基本財産受取利息振替額 0 △ 3,501 △ 3,501

静岡県交付金振替額 △ 1,579,538,000 △ 90,295,533 △ 1,669,833,533

特定資産受取利息振替額 △ 16,308,604 0 △ 16,308,604

特定資産償還損益振替額 △ 1,515,850 0 △ 1,515,850

当期指定正味財産増減額 △ 770,987,163 0 △ 770,987,163

指定正味財産期首残高 31,450,430,724 1,000,000 31,451,430,724

指定正味財産期末残高 30,679,443,561 1,000,000 30,680,443,561

Ⅲ　正味財産期末残高 31,780,291,545 1,046,200 31,781,337,745
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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

4,041,145,164 3,709,725,289 3,687,673,850 4,063,196,603

28,318,113,760 3,805,400,000 2,973,068,202 29,150,445,558

259,072 120,814 0 379,886

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

293,245,690 0 9,070,912 284,174,778

95,545,504 0 13,358,032 82,187,472

3,060,850 0 421,122 2,639,728

1,493,893 0 187,110 1,306,783

33,117,166,782 7,515,246,103 6,683,779,228 33,948,633,657

33,118,166,782 7,515,246,103 6,683,779,228 33,949,633,657

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 －

4,063,196,603 (3,828,998,003) (234,198,600)

29,150,445,558 (26,850,445,558) 0 (2,300,000,000)

379,886 0 0 (379,886)

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

284,174,778 0 (284,174,778) 0

82,187,472 0 (82,187,472) 0

2,639,728 0 (2,639,728) 0

1,306,783 0 (1,306,783) 0

33,948,633,657 (30,679,443,561) (968,810,210) (2,300,379,886)

33,949,633,657 (30,680,443,561) (968,810,210) (2,300,379,886)

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 98,819,288 284,174,778

265,515,133 183,327,661 82,187,472

8,369,727 5,729,999 2,639,728

9,544,036 8,237,253 1,306,783

556,500 510,300 46,200

1,031,282,311 296,624,501 734,657,810

　定期預金

財務諸表の注記

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。

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。

会計種別・科目

基本財産

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。

小　計

特定資産

　土地

　建物

　建物付属設備

　構造物

　什器・備品

小　計

合　計

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

小　計

科目

基本財産

　定期預金

小　計

特定資産

　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

４　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（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。

　基金積立資産

　長期貸付金

　退職給付引当資産

　基金積立資産

　長期貸付金

　建物付属設備

　構造物

　什器・備品

　ソフトウエア

合計

合　計
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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 31,420,616,144 902,955,361 1,669,833,533 30,653,737,972 指定正味財産

　新宝くじ交付金 静岡県知事 0 366,266,202 366,266,202 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 －

31,420,616,144 1,270,171,563 2,037,049,735 30,653,737,972

単位：円

金額

　基本財産受取利息 3,501

　市町村振興事業に充当するための振替額 1,597,362,454

　　静岡県交付金振替 1,579,538,000

　　特定資産受取利息 16,308,604

1,515,850

90,295,533

1,687,661,488

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

５　補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

合計

６　指定正味財産から一般正味財産への振替額内訳

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

　　有価証券満期償還に伴う特定資産償還損益振替額
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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 259,072 120,814 0 0 379,886

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 639,052,517

　静岡銀行駅南支店 №853504 171,125,239

　静岡銀行駅南支店 №853515 467,927,278

未収金 静岡県海外誘客推進協議会外1名 助成金の返戻に伴う未収金 3,003,289

仮払金 静岡地域消防救急広域化運営協 概算払い助成金の未精算分 3,358,917

議会　外１名

645,414,723

（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 379,886

　静岡銀行駅南支店

基金積立資産 静岡県交付金及びその運用 4,063,196,603

普通預金 益による積立資産で、積立 51,388,025

　静岡銀行駅南支店 資産及びその運用益は、公

定期預金 益目的事業の財源とする 2,301,688,389

　スルガ銀行静岡支店 324,018,000

　静岡市農協本店 1,977,670,389

有価証券 1,710,120,189

　平成22年度第12回静岡県債 100,229,700

　平成22年度第4回広島市債 101,453,389

　第96回国債 301,377,600

　第495回中部電力債 402,214,000

　第2回東京都債 202,582,800

　平成22年度第1回山梨県債 104,164,100

　第350回大阪府債 263,900,000

　ノルウェー輸出金融公社債 234,198,600

長期貸付金 静岡市 外21市10町9一部事務組合 静岡県交付金による基金積 29,150,445,558

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 284,174,778

鉄筋鉄骨造 1757.27㎡

建物附属設備 同ビル建物附属設備 82,187,472

共通持分73,910／100万

財産目録
平成27年3月31日　現在

貸借対照表科目

　流動資産　合計
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構築物 同ビル構築物 2,639,728

共通持分73,910／100万

什器備品 市町村センター内什器備品 1,306,783

　その他固定資産

ソフトウエア ＰＣＡ公益法人会計 Ｖ12 法人運営の用に供するもの 46,200

33,949,679,857

34,595,094,580

（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 513,289,819

かる未払金　全146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 87,130

全4件

　流動負債　合計 513,376,949

（固定負債）

長期借入金 財団法人全国市町村振興協会 公益目的事業（資金貸付事 2,300,000,000

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 379,886

給に備えるもの

2,300,379,886

2,813,756,835

31,781,337,745

　固定負債　合計

　　負債　合計

　　正味財産

　固定資産　合計

　　資産　合計
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（単位：円）

団体名 金　　　額 団体名 金　　　額 団体名 金　　　額

静岡市 232,160,000 裾野市 102,160,000 下田地区消防組合 32,480,000

浜松市 1,169,991,800 湖西市 247,918,358 田方地区消防組合 701,408,336

沼津市 1,962,746,672 伊豆市 288,066,700
御殿場市･小山町
広域行政組合 797,040,000

熱海市 1,679,620,038 菊川市 648,530,000
吉田町牧之原市
広域施設組合

188,800,000

三島市 2,355,928,362 伊豆の国市 1,505,260,002
牧之原市菊川市

学校組合 24,150,000

富士宮市 392,330,000 牧之原市 1,726,918,392
牧之原市御前崎市

広域施設組合 5,000,000

伊東市 196,046,682 東伊豆町 71,965,038 東遠地区聖苑組合 1,313,216,668

島田市 616,800,026 河津町 72,190,000
袋井市森町
広域行政組合

627,593,336

富士市 5,052,803,360 松崎町 6,400,000

磐田市 2,564,043,354 西伊豆町 6,000,000

焼津市 317,241,688 函南町 166,920,000

掛川市 251,245,008 清水町 750,200,000

藤枝市 2,011,916,710 長泉町 88,000,000

御殿場市 334,116,678 小山町 129,660,000

袋井市 192,460,000 吉田町 60,400,000

下田市 46,775,010 川根本町 11,200,000

森町 202,743,340

市 計
（22）

23,895,078,840
町 計
（11）

1,565,678,378
一部事務組合 計

（8）
3,689,688,340

平成２６年度末　資金貸付残高一覧表

　合　　　計（　41 団体） 29,150,445,558
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