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１ 平成 28 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 28年 4 月 14 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 

④当法人事務局長の任免の承認 

第２回 平成 28年 6 月 3 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 27 年度事業報告及び財務諸表

の承認 

②平成 27 年度資産運用実績報告の承

認 

③平成 28 年度変更事業計画及び変更

収支予算の承認 

④定時評議員会の開催 

⑤常務理事の選定 

⑥任期満了に伴う理事及び監事及び評

議員候補者の推薦 

第３回 平成 28年 7 月 21 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 28年 12 月 15 日 

＜書面による開催＞ 

 ①臨時評議員会の開催 

第５回 平成 29年 2 月 6 日 

静岡市 

「ホテルアソシア静岡」

理事 4名 

監事 2名 

①平成 29年度事業計画及び収支予算 

②平成 29年度資産運用方針 

③臨時評議委員会の開催 

④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 28年 4 月 22 日 

＜書面による開催＞ 

 ①理事の選任 

②評議員の選任 

定 時 平成 28年 6 月 29 日 

静岡市 

「当法人役員室」 

評議員4名

理事 1名 

①平成27年度事業報告及び財務諸表

の承認 

②平成27年度資産運用実績報告の承

認 

③平成28年度変更事業計画及び変更

収支予算の承認 

④任期満了に伴う理事及び監事及び

評議員の選任 

第２回 

臨 時 

平成 29年 2 月 6日 

静岡市 

「ホテルアソシア静岡」

評議員4名

理事 2名 

①平成29年度事業計画及び収支予算

の承認 

第３回 

臨 時 

 平成 29 年 2月 21 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（8市、4町、6一部事務組合） 

   イ 貸 付 額  3,157,400 千円 

   ウ 貸付期日  平成 29 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 0.01％ 

           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 352,321,439 円を平成 29 年 1 月 17

日に交付決定し、同年 2月 3日に 33 市町に交付した。 
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４ 市町村振興事業 

   決算額は、平成 29 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：104,332,873 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 2事業に対し

助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

公共施設等総合管

理計画に関する協

議会 

公共施設等のメンテナンスサイクル

構築及び民間と連携した公有資産の有

効活用等に関する調査研究 

15,780,000 円

協働のまちづくり

３市合同研究会 

協働のあり方や手法に関する調査研

究及びシンポジウムの開催 
400,000 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 19 事業に対し助成した。 

実施主体 事業内容 助成額 

富士山静岡空港周

辺地域観光振興研

究会 

 旅行商品造成のためのマレーシア旅

行エージェント及びメディアの招聘 
1,630,000 円

志太地区こどもの

しあわせ協議会 

「児童虐待撲滅キャンペーン」の実

施 
1,200,000 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公開講座の開

催 
1,003,000 円

太陽生命ウィメンズ

セブンズシリーズ富

士山裾野御殿場大会

開催に伴うスポーツ

推進事業実行委員会

ラグビーを中心とした各種スポーツ

イベント及び大会参加者の交流事業の

実施 

2,000,000 円
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志太三市広域連携

協議会 

志太３市の中心市街地等における冬

季志太バル等交流イベントの開催及び

圏域内外に対するＰＲの実施 

19,998,000 円

大井川流域観光事業

実行委員会 

「きかんしゃトーマス号」等を活用

したイベントの開催 
19,646,000 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 
1,351,000 円

志太２市連携ＵＩ

Ｊターン就職促進

協議会 

 ＵＩＪターン促進のためのセミナー

及び企業説明会の開催 
3,908,000 円

富士山ネットワー

ク会議企画研究会 

ふるさと回帰フェア2016への出展による

地域の情報発信等 
1,326,000 円

Ｕ12 トレセン研修

会ＦＦＰ富士山す

その支援委員会 

トレセン研修会でのおもてなし事業

の実施 
450,000 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・マウントフジで

の市町振興部門の運営 
1,714,000 円

志太地区子育て支

援連携協議会 

子育て世代向けのイベント用子育て

支援マップの作成 
1,200,000 円

美しい伊豆創造セ

ンター 

 観光展・物産展の実施等、伊豆半島

ＰＲのための各種イベントの開催 
2,659,000 円

伊豆半島ジオパー

ク推進協議会 

日本ジオパーク伊豆半島大会及びロ

ゲイニングの開催による伊豆半島ジオ

パークのＰＲの実施等 

11,461,000 円

御殿場小山モータ

ースポーツのまち

づくり事業実行委

員会 

モータースポーツ体験イベント及び

モータースポーツ展の開催 
670,000 円

東海道街道文化創

造事業実行委員会 

 東海道の歴史文化資源を活かした各

種イベントの開催 
10,000,000 円

表富士観光キャラ

バン 

観光モデルルートの作成及びモニタ

ーツアーの実施等 
700,000 円
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静岡県東部地域コ

ンベンションビュ

ーロー 

中国・台湾のＳＮＳ読者の招聘及び

情報発信 
1,920,000 円

３市１町広域観光

連携協議会 

旅まつり名古屋2017への出展による

観光ＰＲの実施 
720,000 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 8グループに対し助成した。 

実施グループ 事業内容 助成額 

中部地区テレワー

ク事業担当職員グ

ループ 

テレワーク先進事例に関する調査 389,240 円

御殿場裾野シティ

プロモーション担

当職員グループ 

ゆるキャライベントの運営及びゆ

るキャラを活用した自治体ＰＲに関

する調査 

457,700 円

空港周辺市町空港共

生協議会調査研究部

会 

 空港の利活用促進及び周辺地域の

活性化策・生活環境対策に関する調査
483,660 円

対話による協働の

まちづくり合同研

究グループ 

地域の自治能力向上のための取組

み及び地域や学校等と連携した地域

課題の解決に向けた取組みに関する

調査 

274,725 円

小規模多機能自治

調査研究グループ 

小規模多機能自治に関する先進事

例調査 
304,803 円

富士山ネットワー

ク会議企画研究会 

 広域連携に関する取組み及び今後

の展開に関する先進事例調査 
410,573 円

自治体連携による

移住交流・企業誘致

研究会 

移住促進及びサテライトオフィス

誘致に関する先進事例調査 
308,172 円

志太榛原地区広報

研究会 

広域的な広報及び災害時の広報体

制等に関する調査 
500,000 円
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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 1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運用保守及び

アンケート調査による効果検証の実

施等 

1,468,000 円

(2) 市町広域合同研修助成事業 （決算額：12,966,800 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：89 講座） 

(3) 市町村職員中央研修所派遣助成事業 （決算額：1,084,655 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：19市町等 87人） 

(4) 国際文化研修所派遣助成事業 （決算額：2,375,560 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：18 市町 59人） 

(5) 自治大学校派遣助成事業 （決算額：2,835,700 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：12 市町 20人） 

(6) 全国建設研修センター派遣助成事業 （決算額：7,538,100 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：19 市町等 86 人） 

(7) 消防大学校派遣助成事業 （決算額：5,472,050 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：12 市町等 30 人）
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(8) 国土交通大学校派遣助成事業 （決算額：155,395 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：7市町等 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。※28 年度実績なし 

(10) 地域振興セミナー開催助成事業 （決算額：5,664,026 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全

部又は一部を助成した。 

市町等名 事業内容 助成額 

伊豆縦貫自動車道

「天城峠道路」及び

アクセス道路網建設

促進期成同盟会

伊豆縦貫自動車道建設事業に対する住民の理解

促進のためのシンポジウムの開催 
300,000 円

島田市 

 ファシリテーションスキル習得のためのセミナ

ーの開催 
300,000 円

 市民等を対象とした、静岡空港を活かした地域

振興策に関するセミナーの開催 
57,054 円

 地域再生の先進事例に関する講演及び自治会運

営の課題や対応策についての意見交換を行う「島

田市自治会サミット」の開催 

300,000 円

沼津市 

 地区役員等を対象とした、男女共同参画の観点

を取り入れた自治会運営等に関する講座の開催 
100,000 円

地域住民を対象とした、男女共同参画の視点を

取り入れた避難所運営及び女性の地域組織への参

画促進に関するワークショップ等の開催 

257,280 円

市内の事業所及びその従業員を対象とした、男

性のワーク・ライフ・バランスの実現及び育児休

業取得等を推奨できる環境づくりに関するセミナ

ーの開催 

224,680 円
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観光に関する広域連携の先進事例及び官民が連

携した観光誘客に関する取組みについての講演会

の開催 

138,000 円

家庭を持つ男性及びその家族を対象とした固定

的な性別役割意識の解消を目的とした講座の開催 
150,000 円

三島市 

市内在住の女性を対象とした、地域課題解決の

ための政策提言作成に関する連続講座の開催 
300,000 円

遺伝学に関する子ども向け講座及び一般市民公

開講演会の開催 
300,000 円

市民の災害への意識高揚を目的とした講演会の開

催 
260,000 円

牧之原市

ファシリテーター養成のための連続講座の開催 300,000 円

市民等を対象とした、グラフィック・ファシリ

テーションに関するセミナーの開催 
300,000 円

美しい伊豆 

創造センター 

美しい伊豆創造センターの施策周知のためのフ

ォーラムの開催 
300,000 円

伊東市 
中高生を対象とした子育てに関する体験学習の

実施 
242,981 円

函南町 

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を着想の起点

とした伊豆地域活性化のあり方を検討するための

フォーラムの開催 

297,000 円

富士市 

若年層をメインターゲットとした地域づくりに関

する講座の開催 
300,000 円

「富士市地区まちづくり活動推進条例」を市民に

周知するためのシンポジウムの開催 
192,075 円

清水町 

地域の活動に積極的に参加・貢献できる青少年リ

ーダーの育成を目的とした講座の開催 
100,000 円

泉頭地域の歴史認識の促進及び新たな地域文化の

創出を目的としたフォーラムの開催 
300,000 円

小山町 
町内各地域まちづくり推進協議会等の活動発表及

び基調講演の実施 
105,600 円

掛川市 
市民を対象とした「コンパクトシティ」に関する

シンポジウムの開催 
300,000 円
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袋井市 

子育てと仕事のバランスのとれた働き方を推進

し、子育て世代が住みやすいまちづくりにつなげる

ための講座の開催 

239,356 円

(11) 地域づくりアドバイザー派遣支援事業 （決算額：515,000 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（5 市 1 町 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。 

(12) 地域づくり推進助成事業 （決算額：82,428,767 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 300,000 円を負担した。 

市町名 事業内容 助成額 

函南町 
町のＰＲ用オリジナルムービーを活用した観光プ

ロモーションイベントの実施 
1,500,000 円

御殿場市 

首都圏での富士山写真展示会及び職員による市の

ＰＲ活動の実施 
630,036 円

移住定住情報パンフレットを活用した各種イベン

トでのＰＲ活動の実施 
412,220 円

台湾旅行社等に対するトップセールス及び韓国・

台湾スポーツ関係者に対するＰＲ 
930,000 円

東伊豆町 

県外で開催される相談会での町のＰＲの実施 287,058 円

台湾澎湖県関係者及び桃園観光関係団体等訪問に

よる観光ＰＲの実施 
469,827 円

菊川市 
地域資源を活用した体験交流イベントの実施及び

旅行エージェント等に対するＰＲの実施 
3,000,000 円

３市１町

広域観光

連携協議

会 

高雄旅行博への出展及び旅行会社等へのセールス

活動の実施 
1,070,828 円

台湾台南旅行博への出展並びに台南地域の旅行会

社・教育関係者へのセールス活動の実施 
2,245,574 円
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静岡県海

外誘客推

進協議会 

台湾ブロガーを対象としたファムトリップの実施

及び現地メディアへの記事掲載 
1,998,583 円

森町 
高速道路ＰＡ・ＳＡでのパンフレットの配布及び

首都圏でのＰＲ活動の実施 
2,500,000 円

美しい伊

豆創造セ

ンター 

台湾観光展への出展及び現地旅行関係者へのセー

ルスの実施 
18,456,514 円

台湾で開催される国際観光展「台北旅展」への出

展 
675,590 円

伊東市 

市内高校生（観光おもてなし特派員）と市外高校

生との交流等 
500,000 円

北投温泉博への参加及び現地旅行関係者へのＰＲ

活動の実施等 
500,000 円

牧之原市 

「上海市長寧区書法家協会」書道関係者と牧之原

市書道家との交流 
572,955 円

中国安康市・西安市での今後の交流に関する協議

及び現地企業経営者との交流等 
1,240,108 円

上海市訪問による、今後の交流拡大及び富士山静

岡空港を利用したインバウンドの可能性等に関する

調査 

635,440 円

マレーシア旅行エージェント等に対するプロモー

ション活動の実施 
537,440 円

裾野市 
交流人口の拡大を目的とした市内での各種イベン

トの開催 
3,000,000 円

吉田町 
福岡県八女市との交流事業及び各種イベントへの

出展による町のＰＲの実施 
3,000,000 円

三島市 
首都圏での移住相談会の開催及び移住体験ツアー

の開催等 
600,000 円

清水町 北海道七飯町小学生と清水町小学生との交流 2,200,000 円

伊豆の国市
モンゴル国ソンギノハイラハン区との今後の交流

拡大に向けた区長等訪問 
1,300,000 円

小山町 
国際自転車ロードレースでのセレモニーランの実

施 
499,263 円
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熱電併給システムの先進技術を保有するオランダ

の農業技術及びドイツの熱供給システムに関する調

査 

1,535,400 円

南伊豆町 
「第１回弓ヶ浜国際オープンウォータースイム」

への台湾選手等の招聘 
1,000,000 円

湖西市 

台北国際旅行博2016での浜名湖地域のＰＲの実施 136,178 円

移住・定住パンフレットの作成及びそれを活用し

た首都圏等でのＰＲの実施 
1,434,300 円

島田市 川根地区でのフォトロゲイニングの開催 2,160,000 円

磐田市 
磐田市へのＵＩＪターン促進のためのイベントの

開催 
2,000,000 円

焼津市 

移住定住人口拡大のためのプロモーション映像の

制作及びそれを活用した首都圏等でのＰＲ活動の実

施 

1,000,000 円

袋井市 
国内外でのクラウンメロン及び袋井市のＰＲ活動

の実施 
2,300,000 円

富士山静岡空

港周辺地域観

振興研究会

台北・台中旅行エージェント及びメディア関係者

へのセールス活動 
1,100,260 円

台湾メディアを対象としたファムトリップの実施 499,740 円

富士地域観光

振興協議会 

台湾旅行エージェントへのセールス活動及びトー

クイベントの実施等 
4,500,000 円

藤枝市 
韓国楊州市での都市間交流の促進及び広域行政等

に関する調査 
177,100 円

富士山伊豆のまち

インバウンド事業

推進協議会

中国旅行エージェントを対象としたファムトリッ

プ及び商談会の実施 
1,500,000 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ＦＩＴフェアー・セミナー商談会への出展及

びタイ国際旅行博への出展 
2,700,000 円

韓国訪日教

育旅行誘致

協議会

韓国の中学・高校の学校長等を対象にしたファム

トリップの実施 
522,602 円
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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

台湾及びシンガポールでのツーリズム商品のＰＲ

等 
4,500,000 円

静岡県東部地域コ

ンベンションビュ

ーロー

中国旅行代理店及びタイ大手企業等を対象とした

セールス活動の実施 
5,280,000 円

富士市

マレーシアでのムスリム旅行者への対応に関する

調査及びフィリピンでのフィリピン市場向けインバ

ウンド施策立案のための調査 

630,860 円

西伊豆町 
台湾旅行業者へのセールス及び北投温泉祭での観

光ＰＲの実施 
390,891 円

(13) 地域協働促進助成事業 （決算額：21,173,000 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 10 市町

12 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 

沼津市 
協働のまちづくり人材育成講座の開催及び協働体制

の整備
1,019,000 円

藤枝市 

体験型観光プログラムを活用した体験事業の実施

及び今後の事業展開に向けた検討
2,000,000 円

藤枝市献上茶謹製事業実行委員会が実施する献上

茶及び手揉茶のＰＲ事業への補助 
1,000,000 円

菊川市 
市民協働センターの運営（相談事業・人材育成事

業・情報収集等） 
3,000,000 円

湖西市 
シニア人材の再就労及び地元中小企業とのマッチ

ングのための各種支援事業の実施 
3,000,000 円

裾野市 

協働のパートナーとなる組織（区・各種団体等）

の中核を担う人材養成のための研修の実施 
800,000 円

市民活動センターの運営（広報活動、研修事業、

情報収集、相談事業等） 
2,200,000 円

東伊豆町
住民及び大学等との協働による空き家の有効活用

方法の検討及びワークショップの開催 
673,000 円
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富士市 

 まちづくり協議会等との協働による、今後のまち

づくり活動の方向性を検討するワークショップの開

催等 

3,000,000 円

西伊豆町
田子地区及び安良里地区の祭りでの地域活性化事

業及び休耕田を利用したヤーコンの栽培 
200,000 円

牧之原市
片浜地区の地区カルテの作成及びまちづくり計画

策定のためのワークショップの開催等 
1,281,000 円

袋井市 袋井宿開設 400 年を記念した各種イベントの実施 3,000,000 円

(14) 多文化共生推進助成事業 （決算額：343,169 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 2 市町 3 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 

外国人住民を含む一般住民を対象とした「やさし

い日本語」に関する講座の開催 
17,170 円

日本語ボランティア養成講座及び外国人住民に対

する日本語講座の開催 
159,333 円

清水町 町内在住外国人を対象とした日本語教室の開催 166,666 円

(15) 地域コミュニティ活性化助成事業 （決算額：24,526,000 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 17 市

町に対し、事業費の一部を助成した。 

(16) コミュニティ活動推進助成事業 （決算額：18,000,000 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 4 市 1 町に対し、事業費の

一部を助成した。 

市町名 地区名 助成額 

沼津市 上石田 4,000,000 円
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長泉町 南一色区 4,000,000 円

牧之原市 新田組 2,000,000 円

磐田市 海老塚地区、笹原島地区 4,000,000 円

掛川市 上屋敷区 4,000,000 円

(17) コミュニティ施設改修助成事業 （決算額：1,098,000 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 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 

富士市 松野八幡町区 耐震補強 250,000 円

島田市 岸町６組 耐震補強 556,000 円

吉田町 川尻区自治会 ユニバーサルデザイン化 292,000 円

(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：138,401,190 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 

東伊豆町 

 保健福祉センター空調機の更新 3,240,000 円

 ダイロクキッチントイレの改修 968,760 円

清水町 町内防犯灯のＬＥＤ化 4,184,191 円

磐田市 公園内照明灯のＬＥＤ化 4,400,000 円

湖西市 市立中央図書館照明のＬＥＤ化 972,000 円
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ＬＥＤ防犯灯の設置 1,186,000 円

道路案内看板の改修① 826,000 円

道路案内看板の改修② 501,000 円

庁舎誘導灯のＬＥＤ化 745,200 円

熱海市 町内会用ＬＥＤ防犯灯の購入 4,400,000 円

三島市 

箱根の里照明のＬＥＤ化 905,040 円

三島駅北口自転車等駐輪場照明のＬＥＤ化 3,240,000 円

川根本町 

文化会館照明のＬＥＤ化 1,900,800 円

文化会館車イス用入口への自動ドアの設置及び

トイレの改修等 
2,348,000 円

島田市 

川根地域交流センター照明のＬＥＤ化 2,188,080 円

大草住宅Ａ（市営住宅）照明のＬＥＤ化 669,600 円

島田市博物館展示ケース内照明のＬＥＤ化 939,600 円

コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
602,720 円

菊川市 水潯公園への多目的トイレの設置 4,400,000 円

沼津市 

沼津駅前地下道照明のＬＥＤ化 1,600,000 円

市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 1,300,000 円

コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
1,200,000 円

香貫山公園トイレの改修 300,000 円

森町 森町文化会館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円

伊豆の国市
小坂みかん園等トイレの改修及び防犯灯のＬＥ

Ｄ化 
4,400,000 円

伊東市
市民体育センタートイレの改修及び照明のＬＥ

Ｄ化 
4,400,000 円

富士市 
市道臨港富士線への視覚障害者誘導用ブロック

の設置 
1,000,000 円
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 コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
3,400,000 円

吉田町 
神戸集落センター等トイレの改修及び照明のＬ

ＥＤ化 
4,055,579 円

下田市 

 稲生沢中学校屋内運動場トイレの改修 1,000,000 円

市道平滑中島線へのＬＥＤ街路灯の設置 3,400,000 円

御殿場市 

市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 1,296,000 円

御殿場駅富士山口広場シェルター照明のＬＥＤ

化 
204,000 円

御殿場市救急医療センターへの多目的トイレの

設置 
1,000,000 円

コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
1,900,000 円

函南町 

仁田さくら公園街灯のＬＥＤ化 1,177,200 円

保健福祉センター照明のＬＥＤ化 2,430,000 円

間宮児童公園街路灯のＬＥＤ化 324,000 円

御前崎市 市役所庁舎照明のＬＥＤ化 4,400,000 円

長泉町 町立北小学校トイレの改修 4,400,000 円

牧之原市 川崎コミュニティ防災センタートイレの改修 2,268,000 円

伊豆市 修善寺中央公民館・修善寺図書館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円

河津町 

河津中学校武道場トイレの改修及び保健福祉防

災センター駐車場へのゆずりあい駐車場マークの

設置 

1,000,000 円

役場庁舎及び保健福祉防災センター照明のＬＥ

Ｄ化 
2,970,000 円

松崎町 役場庁舎照明のＬＥＤ化 3,780,000 円

裾野市 

市民文化センタートイレの改修 1,000,000 円

コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
3,400,000 円
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焼津市 

本町五丁目共同駐車場投光器のＬＥＤ化 2,970,000 円

鍛冶島公会堂玄関扉の改修及び手摺りの設置 669,600 円

南伊豆町 

町立南中小学校照明のＬＥＤ化 3,132,000 円

町立南中小学校トイレの改修 287,820 円

掛川市 掛川駅前広場等への点字誘導ブロックの設置 4,320,000 円

富士宮市  市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 4,400,000 円

藤枝市 
コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
4,400,000 円

西伊豆町 黄金崎クリスタルパーク美術館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円

袋井市 
コミュニティ組織が実施する防犯灯のＬＥＤ化

への補助 
4,400,000 円

小山町 

足柄小学校教室等照明のＬＥＤ化 1,200,000 円

町立北郷小学校トイレの改修 3,200,000 円

 (19) 地震・津波対策事業交付金交付事業 （決算額：269,534,000 円） 

 静岡県が実施する緊急地震・津波対策交付金事業のうち、特に緊急に整備を要する事

業を実施した 31 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。 

(20) 市町職員研修検討事業 （決算額：38,776 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。 

平成 28 年 9 月 26 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 29 年度研修計画について検討した。 

(21) 市町職員委託研修助成事業 （決算額：14,167,984 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：856 人） 

(22) 市町議会議員研修助成事業 （決算額：749,138 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 28 年 8 月 18
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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 700 人） 

(23) 「市町しずおか」発行事業 （決算額：558,684 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、別冊を 350 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：120,300 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 29 年 2月 6 日、静岡市「静岡県庁別館」にて、合同研修

会を開催し、77人の交流職員が出席した。 

(25) 財政事務実践研修事業 （決算額：443,772 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 全国都道府県財政課長・市町村担当課長合同会議配布資料  70 部 

カ 市町財政担当課長会議配布資料             120 部 

 (26) 地方公営企業等経営改善支援事業 （決算額：32,800 円） 

   地方公営企業会計基準の改正に併せ、市町担当職員に対し研修を実施した。 

(27) 地方分権調査事業 （決算額：229,824 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。 

(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） 

平成 29年 1 月 31 日に、静岡県コミュニティづくり推進協議会が「“つながる”“つな

げる”地域のデザイン」をテーマに静岡市で開催した事業に対し、経費の一部を助成し

た。   （参加者：302 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
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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 28年 12 月 3 日開催、全 35市町参加） 

(30) 市町職員広域研修事業 （決算額：9,009,842 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＞  205 名 

  新規採用職員研修＜後期＞  201 名 

イ 中堅職員研修          61 名 

ウ 新任監督者研修          193 名 

エ 新任管理者研修          119 名 

オ 女性職員キャリアアップ研修  46 名 

カ 地方自治法研修          78 名 

キ 地方公務員法研修         53 名 

ク 民法研修             77 名 

ケ 行政法研修            42 名 

コ 行政争訟研修           41 名 

サ 法制執務研修           96 名 

シ 住民応対基礎研修         33 名 

ス 政策法務基礎研修       35 名 

セ ＯＪＴ基本研修        26 名 

ソ 研修担当者研修        19 名 

(31) ふじのくに地域創造セミナー開催事業 （決算額：1,413,058 円） 

平成 28 年 4 月 26 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、静岡文化芸術大学学長の横山俊夫氏から「達老～老いの達人こそ～」

と題した講演を聴講した。 

(32) ラジオ情報番組提供事業 （決算額：10,609,660 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 47 分から 8分間 年 259回 
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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：9,791,415 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（1月のみ 4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：30,113,928 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 29 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 28 年度企画委員会検討結果報告書」として、平成 28 年 12 月 27 日付

けにて取りまとめ、理事長あて報告した。 
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公益財団法人静岡県市町村振興協会
平成28年度長期貸付金貸付一覧表（平成29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 294,200 294,200
一般単独事業
緊急防災・減災事業　単独事業

3年据置15年

387,300
教育・福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

3年据置15年

164,400
一般単独事業
地域活性化事業

3年据置15年

72,500
一般事業　その他
中郷温水池公園整備事業ほか

3年据置15年

45,800
一般事業　河川等事業
一般河川整備事業

3年据置15年

735,100 学校教育施設等整備事業
吉原東中学校屋内運動場改築事業

3年据置15年

17,800
社会福祉施設整備事業
保育園施設等整備事業

3年据置15年

125,700
教育・社会福祉施設等整備事業
朝日小学校プール改築事業

3年据置15年

125,700
教育・社会福祉施設等整備事業
神山小学校環境整備事業

3年据置15年

6 袋井市 17,000 17,000 学校教育施設等整備事業
浅羽学校給食センターボイラー整備事業

3年据置15年

18,200
【H27繰越】防災対策事業
防災基盤整備事業

3年据置15年

16,300
防災対策事業
自然災害防止事業

3年据置15年

199,500 【H27繰越】学校教育施設等整備事業
菊川東中学校耐震補強・大規模改修事業

3年据置15年

181,800
学校教育施設等整備事業
内田小学校屋内運動場整備事業

3年据置15年

9 清水町 35,200 35,200
一般単独事業　一般事業
庁舎空調設備更新事業ほか

2年据置12年

10 長泉町 13,000 13,000
緊急防災・減災事業
消防団（第3分団）ポンプ車更新

2年据置12年

11 吉田町 54,700 54,700
【H27繰越】緊急防災・減災事業
防災公園管理棟整備

3年据置15年

12 森町 6,300 6,300
一般単独事業　一般事業
道路案内標識設置工事

2年据置12年

13 下田地区消防組合 89,100 89,100
一般事業
消防庁舎建設事業

3年据置15年

29,000 緊急防災・減災事業
消防車両整備事業（高規格救急自動車）

2年据置12年

52,900 緊急防災・減災事業
消防車両整備事業（消防ポンプ自動車ほか）

3年据置15年

15
御殿場市・小山町

広域行政組合
44,700 44,700 緊急防災・減災事業

水槽付消防ポンプ自動車導入事業
2年据置12年

16 駿東伊豆消防組合 145,900 145,900 一般事業
消防施設整備事業費（車両整備）

2年据置12年

218,100 一般廃棄物処理事業
リサイクルセンター施設整備事業

3年据置15年

7,600
緊急防災・減災事業
防災倉庫建設事業

2年据置12年

5,200 緊急防災・減災事業
消防庁舎及び訓練棟大規模修繕事業

2年据置12年

18
袋井市森町

広域行政組合
54,400 54,400 一般単独事業

袋井消防庁舎・袋井市防災センター整備事業
3年据置15年

3,157,400 0 2,008,000 34,500 145,900 969,000計

4 富士市 752,900

吉田町牧之原市
広域施設組合

230,900

5 御殿場市 251,400

7 伊豆市 34,500

8

17

14
富士山南東
消防組合

備     考
学校･福祉施設等整備事業 一般単独事業

償還期間団 体 名
　  　事業名

貸付額

81,900

菊川市 381,300

2 熱海市 551,700

3 三島市 118,300
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　（単位：円）

市町名 金　　額 市町名 金　　額

沼津市 22,793,842 東伊豆町 3,885,119

熱海市 6,084,416 河津町 3,416,039

三島市 12,473,424 南伊豆町 3,522,200

富士宮市 17,075,565 松崎町 3,374,598

伊東市 8,796,173 西伊豆町 6,269,535

島田市 16,968,215 函南町 6,092,087

富士市 27,443,992 清水町 5,603,697

磐田市 28,606,590 長泉町 6,503,325

焼津市 17,844,785 小山町 4,492,542

掛川市 18,427,212 吉田町 5,338,738

藤枝市 18,210,262 川根本町 6,178,188

御殿場市 10,538,382 森町 4,406,486

袋井市 13,107,431

下田市 4,793,212

裾野市 7,421,734

湖西市 10,817,757

伊豆市 12,186,881

御前崎市 7,861,135

菊川市 9,667,366

伊豆の国市 12,560,981

牧之原市 9,559,530

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 352,321,439

平成２８年度 市町交付金（オータムジャンボ）配分一覧表

町　　計 59,082,554

市　　計 293,238,885
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※ 附属明細書について 

  平成 28 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28年度  財務諸表

単位：円

当年度 前年度 増減

659,243,156 794,156,078 △ 134,912,922

92,000 0 92,000

0 1,839,859 △ 1,839,859

659,335,156 795,995,937 △ 136,660,781

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 2,399,390,226 2,758,538,916 △ 359,148,690

長期貸付金 29,815,440,858 29,519,959,040 295,481,818

退職給付引当資産 629,271 490,888 138,383

土地 364,302,849 364,302,849 0

建物 266,032,954 275,103,866 △ 9,070,912

建物付属設備 55,685,492 68,829,440 △ 13,143,948

構築物 1,818,256 2,228,992 △ 410,736

什器・備品 932,563 1,119,673 △ 187,110

特定資産　計 32,904,232,469 32,990,573,664 △ 86,341,195

ソフトウエア 0 21,000 △ 21,000

その他固定資産　計 0 21,000 △ 21,000

32,905,232,469 32,991,594,664 △ 86,362,195

33,564,567,625 33,787,590,601 △ 223,022,976

74,774 89,002 △ 14,228

423,311,896 566,991,899 △ 143,680,003

423,386,670 567,080,901 △ 143,694,231

629,271 490,888 138,383

2,892,000,000 2,952,000,000 △ 60,000,000

2,892,629,271 2,952,490,888 △ 59,861,617

3,316,015,941 3,519,571,789 △ 203,555,848

1,000,000 1,000,000 0

29,048,106,984 29,049,364,514 △ 1,257,530

静岡県交付金 29,032,137,184 29,028,757,214 3,379,970

有価証券評価損益 15,969,800 20,607,300 △ 4,637,500

29,049,106,984 29,050,364,514 △ 1,257,530

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

(29,048,106,984) (29,049,364,514) (△1,257,530)

1,199,444,700 1,217,654,298 △ 18,209,598

(963,496,214) (988,718,262) (△25,222,048)

30,248,551,684 30,268,018,812 △ 19,467,128

33,564,567,625 33,787,590,601 △ 223,022,976

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29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

250 250 0

基本財産受取利息振替額 250 250 0

8,825,742 14,351,942 △ 5,526,200

1,329,068 242,224 1,086,844

基金積立資産受取利息 1,328,970 242,130 1,086,840

退職給付引当資産受取利息 98 94 4

特定資産受取利息振替額 7,496,674 14,109,718 △ 6,613,044

1,052,696,988 2,914,390,615 △ 1,861,693,627

静岡県交付金振替額 700,375,549 2,508,260,606 △ 1,807,885,057

静岡県交付金振替額 700,375,549 2,507,676,606 △ 1,807,301,057

特定資産償還損益振替額 0 584,000 △ 584,000

静岡県交付金 352,321,439 406,130,009 △ 53,808,570

151,866,724 174,390,689 △ 22,523,965

151,866,724 174,390,689 △ 22,523,965

受取負担金 511,714 1,052,706 △ 540,992

受取負担金 511,714 1,052,706 △ 540,992

950,000 950,000 0

950,000 950,000 0

28,463 1,098,502 △ 1,070,039

11,222 173,264 △ 162,042

17,241 925,238 △ 907,997

1,214,879,881 3,106,234,704 △ 1,891,354,823

1,153,825,362 3,016,315,995 △ 1,862,490,633

2,323,817 2,235,192 88,625

1,105,731 1,325,605 △ 219,874

110,707 88,801 21,906

553,460 566,181 △ 12,721

900,422 846,087 54,335

242,480 259,716 △ 17,236

22,812,706 23,026,790 △ 214,084

404,699 268,837 135,862

1,258,416 1,340,874 △ 82,458

772,507 698,657 73,850

107,222 107,222 0

935,300 1,026,281 △ 90,981

30,000 230,000 △ 200,000

19,813,542 25,826,473 △ 6,012,931

445,012,407 471,374,654 △ 26,362,247

28,569,907 28,644,616 △ 74,709

7,016,600 7,120,000 △ 103,400

621,855,439 2,451,330,009 △ 1,829,474,570

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28年4月1日～平成29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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81,340,050 101,321,295 △ 19,981,245

580,954 558,798 22,156

30,000 30,000 0

276,433 331,401 △ 54,968

27,676 22,201 5,475

138,365 141,545 △ 3,180

16,038 322,092 △ 306,054

206,915 147,227 59,688

21,000 25,200 △ 4,200

8,890 8,962 △ 72

200,994 225,369 △ 24,375

0 98,760 △ 98,760

2,700 1,600 1,100

3,257,886 4,730,319 △ 1,472,433

5,952,304 6,212,152 △ 259,848

244,346 196,088 48,258

70,375,549 88,269,581 △ 17,894,032

1,235,165,412 3,117,637,290 △ 1,882,471,878

△ 20,285,531 △ 11,402,586 △ 8,882,945

△ 2,409,342 42,934,842 △ 45,344,184

△ 2,409,342 42,934,842 △ 45,344,184

△ 22,694,873 31,532,256 △ 54,227,129

4,485,275 85,227,858 △ 80,742,583

4,485,275 85,227,858 △ 80,742,583

0 0 0

4,485,275 85,227,858 △ 80,742,583

△ 18,209,598 116,760,114 △ 134,969,712

1,217,654,298 1,100,894,184 116,760,114

1,199,444,700 1,217,654,298 △ 18,209,598

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

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

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

当期一般正味財産増減額
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703,755,519 882,695,848 △ 178,940,329

703,755,519 882,695,848 △ 178,940,329

基本財産運用益 250 250 0

基本財産受取利息 250 250 0

特定資産運用益 7,496,674 14,109,718 △ 6,613,044

特定資産受取利息 7,496,674 14,109,718 △ 6,613,044

△ 4,231,900 △ 2,453,600 △ 1,778,300

△ 4,231,900 △ 2,453,600 △ 1,778,300

△ 405,600 △ 2,060,689 1,655,089

△ 405,600 △ 2,060,689 1,655,089

△ 707,872,473 △ 2,522,370,574 1,814,498,101

基本財産受取利息振替額 △ 250 △ 250 0

静岡県交付金振替額 △ 700,375,549 △ 2,507,676,606 1,807,301,057

特定資産受取利息振替額 △ 7,496,674 △ 14,109,718 6,613,044

0 △ 584,000 584,000

△ 1,257,530 △ 1,630,079,047 1,628,821,517

29,050,364,514 30,680,443,561 △ 1,630,079,047

29,049,106,984 29,050,364,514 △ 1,257,530

30,248,551,684 30,268,018,812 △ 19,467,128

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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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 0 250 250

基本財産受取利息振替額 0 250 250

特定資産運用益 8,825,644 98 8,825,742

特定資産受取利息 1,328,970 98 1,329,068

基金積立資産受取利息 1,328,970 0 1,328,970

退職給付引当資産受取利息 0 98 98

特定資産受取利息振替額 7,496,674 0 7,496,674

静岡県交付金 982,321,439 70,375,549 1,052,696,988

静岡県交付金振替額 630,000,000 70,375,549 700,375,549

静岡県交付金振替額 630,000,000 70,375,549 700,375,549

静岡県交付金 352,321,439 0 352,321,439

事業収益 142,004,377 9,862,347 151,866,724

長期貸付金利息 142,004,377 9,862,347 151,866,724

受取負担金 409,371 102,343 511,714

受取負担金 409,371 102,343 511,714

受取助成金 0 950,000 950,000

受取助成金 0 950,000 950,000

雑収益 0 28,463 28,463

受取利息 0 11,222 11,222

雑収益 0 17,241 17,241

経常収益計 1,133,560,831 81,319,050 1,214,879,881

（２）経常費用 0

事業費 1,153,825,362 1,153,825,362

給料 2,323,817 2,323,817

職員手当 1,105,731 1,105,731

退職給付費用 110,707 110,707

福利厚生費 553,460 553,460

会議費 900,422 900,422

旅費交通費 242,480 242,480

減価償却費 22,812,706 22,812,706

消耗品費 404,699 404,699

印刷製本費 1,258,416 1,258,416

賃借料 772,507 772,507

保険料 107,222 107,222

諸謝金 935,300 935,300

公租公課 30,000 30,000

支払負担金　 19,813,542 19,813,542

支払助成金 445,012,407 445,012,407

委託費 28,569,907 28,569,907

支払利息 7,016,600 7,016,600

支払交付金 621,855,439 621,855,439

正味財産増減計算書内訳表
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

科     目 法人会計 合計
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管理費 81,340,050 81,340,050

給料 580,954 580,954

役員報酬 30,000 30,000

職員手当 276,433 276,433

退職給付費用 27,676 27,676

福利厚生費 138,365 138,365

会議費 16,038 16,038

旅費交通費 206,915 206,915

減価償却費 21,000 21,000

消耗品費 8,890 8,890

印刷製本費 200,994 200,994

公租公課 2,700 2,700

支払負担金　 3,257,886 3,257,886

委託費 5,952,304 5,952,304

手数料 244,346 244,346

支払納付金 70,375,549 70,375,549

経常費用計 1,153,825,362 81,340,050 1,235,165,412
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 20,264,531 △ 21,000 △ 20,285,531

特定資産評価損益等 △ 2,409,342 0 △ 2,409,342

特定資産評価損益等 △ 2,409,342 0 △ 2,409,342

評価損益等計 △ 2,409,342 0 △ 2,409,342

当期経常増減額 △ 22,673,873 △ 21,000 △ 22,694,873

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

過年度修正益 4,485,275 0 4,485,275

経常外収益計 4,485,275 0 4,485,275

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 4,485,275 0 4,485,275

当期一般正味財産増減額 △ 18,188,598 △ 21,000 △ 18,209,598

一般正味財産期首残高 1,217,633,298 21,000 1,217,654,298

一般正味財産期末残高 1,199,444,700 0 1,199,444,700
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Ⅱ　指定正味財産増減の部

静岡県交付金 633,379,970 70,375,549 703,755,519

静岡県交付金 633,379,970 70,375,549 703,755,519

基本財産運用益 0 250 250

基本財産受取利息 0 250 250

特定資産運用益 7,496,674 0 7,496,674

特定資産受取利息 7,496,674 0 7,496,674

特定資産評価損益 △ 4,231,900 0 △ 4,231,900

特定資産評価損益 △ 4,231,900 0 △ 4,231,900

特定資産運用損 △ 405,600 0 △ 405,600

特定資産評価損 △ 405,600 0 △ 405,600

一般正味財産への振替額 △ 637,496,674 △ 70,375,799 △ 707,872,473

基本財産受取利息振替額 0 △ 250 △ 250

静岡県交付金振替額 △ 630,000,000 △ 70,375,549 △ 700,375,549

特定資産受取利息振替額 △ 7,496,674 0 △ 7,496,674

当期指定正味財産増減額 △ 1,257,530 0 △ 1,257,530

指定正味財産期首残高 29,049,364,514 1,000,000 29,050,364,514

指定正味財産期末残高 29,048,106,984 1,000,000 29,049,106,984

Ⅲ　正味財産期末残高 30,247,551,684 1,000,000 30,248,551,684
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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

2,758,538,916 3,435,298,152 3,794,446,842 2,399,390,226

29,519,959,040 3,157,400,000 2,861,918,182 29,815,440,858

490,888 138,383 0 629,271

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

275,103,866 0 9,070,912 266,032,954

68,829,440 0 13,143,948 55,685,492

2,228,992 0 410,736 1,818,256

1,119,673 0 187,110 932,563

32,990,573,664 6,592,836,535 6,679,177,730 32,904,232,469

32,991,573,664 6,592,836,535 6,679,177,730 32,905,232,469

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 －

2,399,390,226 (2,124,666,126) (274,724,100)

29,815,440,858 (26,923,440,858) 0 (2,892,000,000)

629,271 0 0 (629,271)

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

266,032,954 0 (266,032,954) 0

55,685,492 0 (55,685,492) 0

1,818,256 0 (1,818,256) 0

932,563 0 (932,563) 0

32,904,232,469 (29,048,106,984) (963,496,214) (2,892,629,271)

32,905,232,469 (29,049,106,984) (963,496,214) (2,892,629,271)

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

382,994,066 116,961,112 266,032,954

265,515,133 209,829,641 55,685,492

8,369,727 6,551,471 1,818,256

9,544,036 8,611,473 932,563

556,500 556,500 0

1,031,282,311 342,510,197 688,772,114

（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

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。

　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

特定資産

　土地

　建物

　建物付属設備

合　計

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。

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。

　退職給付引当資産

　土地

　建物

　建物付属設備

　構造物

科目

基本財産

　定期預金

小　計

特定資産

（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

　定期預金

基本財産

科目

　土地

　構造物

　什器・備品

　ソフトウエア

　建物

小　計

　什器・備品

　基金積立資産

　長期貸付金

　建物付属設備

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 29,028,757,214 703,755,519 700,375,549 29,032,137,184 指定正味財産

　新宝くじ交付金 静岡県知事 0 352,321,439 352,321,439 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 －

29,028,757,214 1,057,026,958 1,053,646,988 29,032,137,184

単位：円

金額

　基本財産受取利息 250

　市町村振興事業に充当するための振替額 637,496,674

　　静岡県交付金振替 630,000,000

　　特定資産受取利息 7,496,674

0

70,375,549

707,872,473

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

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
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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 490,888 138,383 0 0 629,271

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 659,243,156

　静岡銀行駅南支店 №853515 0

未収金 助成金の返戻に伴う未収金 92,000

659,335,156

（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 629,271

　静岡銀行駅南支店

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 1,558,896,326

有価証券 益目的事業の財源とする

　第2回東京都債 200,552,200

　平成22年度第1回山梨県債 103,317,600

　第350回大阪府債 261,900,000

　ノルウェー輸出金融公社債 274,724,100

長期貸付金 静岡市 外21市10町8一部事務組合 静岡県交付金による基金積 29,815,440,858

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 266,032,954

鉄筋鉄骨造 1757.27㎡

建物附属設備 同ビル建物附属設備 55,685,492

共通持分73,910／100万

構築物 同ビル構築物 1,818,256

共通持分73,910／100万

什器備品 市町村センター内什器備品 932,563

32,905,232,469

33,564,567,625

財産目録
平成29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

　　資産　合計

志太２市連携UIJターン就職促進
協議会
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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 423,311,896

かる未払金　全109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 74,774

全4件

　流動負債　合計 423,386,670

（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 2,892,000,000

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 629,271

給に備えるもの

2,892,629,271

3,316,015,941

30,248,551,684

　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

静岡市 1,800,000 裾野市 76,620,000 下田地区消防組合 203,400,000

浜松市 670,708,492 湖西市 150,871,702
富士山南東消防組

合 81,900,000

沼津市 2,570,950,008 伊豆市 297,391,724
御殿場市･小山町
広域行政組合 779,080,000

熱海市 2,434,351,740 菊川市 1,170,810,000 駿東伊豆消防組合 1,133,700,006

三島市 2,321,176,726 伊豆の国市 1,266,723,342
吉田町牧之原市
広域施設組合 707,650,000

富士宮市 235,180,000 牧之原市 1,572,606,752
牧之原市菊川市

学校組合 16,100,000

伊東市 123,896,686 東伊豆町 44,988,382 東遠地区聖苑組合 1,186,833,340

島田市 420,856,702 河津町 59,520,000
袋井市森町
広域行政組合 688,970,004

富士市 5,796,738,400 西伊豆町 3,000,000

磐田市 1,858,583,366 函南町 140,920,000

焼津市 189,688,360 清水町 592,620,000

掛川市 169,341,680 長泉町 146,000,000

藤枝市 1,489,366,734 小山町 139,500,000

御殿場市 565,700,018 吉田町 115,100,000

袋井市 188,585,000 川根本町 3,350,000

下田市 32,861,682 森町 168,000,012

市 計
（22）

23,604,809,114
町 計
（10）

1,412,998,394
一部事務組合 計

（8）
4,797,633,350

平成２８年度末　資金貸付残高一覧表

　合　　　計（　40 団体） 29,815,440,858
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