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１ 平成 30 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 30 年 4 月 20 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 30 年 6 月 1日 

静岡市 

「静岡県市町村センタ

ー大会議室」 

理事 4 名 

監事 2 名 

①職務執行状況の報告 

②平成 29 年度事業報告及び財務諸表の

承認 

③平成 29年度資産運用実績報告の承認 

④評議員候補者の推薦 

⑤任期満了に伴う理事及び監事候補者

の推薦 

⑥平成 30年度定時評議員会の開催 

 

第３回 平成 30 年 7 月 11 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 31 年 2 月 5日 

静岡市 

「ホテルセンチュリー静岡」 

理事 4 名 

監事 2 名 

①職務執行状況の報告 

②平成 31年度事業計画及び収支予算 

③平成 31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 
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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 30 年 5 月 2日 

＜書面による開催＞ 

 

 ①評議員の選任 

定 時 平成 30 年 6 月 22 日 

＜書面による開催＞ 

 ①平成 29 年度事業報告及び財務諸表の

承認 

②平成 29年度資産運用実績報告の承認 

③評議員の選任 

④任期満了に伴う理事及び監事の選任 

 

第２回 

臨 時 

 平成 31 年 2月 18 日 

＜書面による開催＞ 

 ①平成 31年度事業計画及び収支予算の

承認 

②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  23 団体（13 市、7 町、3一部事務組合） 

   イ 貸 付 額  3,037,300 千円 

   ウ 貸付期日  平成 31 年 3 月 25 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 0.04％ 

 

(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 357,300,933 円を平成 31 年 3 月

14 日に交付決定し、同年 3 月 28 日に 33 市町に対し交付した。 
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４ 市町村振興事業 

   決算額は、平成 31 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：125,271,553 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 5 事業に対し助成

した。 

実施主体 事業内容 助成額 

台帳整備等に関する協議

会 

（島田市、焼津市） 

道路施設及び学校施設等の点検・診断

等情報台帳に関する調査研究 
16,581,000 円 

賀茂地域ふれあい事業推

進協議会 

（下田市、東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町） 

賀茂地域でのワンストップ移住相談

窓口設置に向けたノウハウ構築のため

の移住交流会・移住体験ツアーの開催等 

990,337 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 

（吉田町、川根本町） 

チャレンジショップ事業及び両町の

特産品のプロモーション事業の実施等 
6,000,000 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） 

観光戦略実現のためのアクションプ

ランの策定等 
6,660,000 円 

御前崎港客船誘致協議会 

（御前崎市、牧之原市） 
寄港地観光商品の研究・開発事業 4,853,000 円 
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イ 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 

賀茂地域校務支援事務共

同化協議会（下田市、東伊

豆町、河津町、南伊豆町、

松崎町、西伊豆町） 

賀茂地域校務支援システム導入 19,000,000 円 

 

ウ 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 

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（御殿場

市、小山町） 

モータースポーツのまちを考えるシン

ポジウムの開催及び情報発信 
670,000 円 

任意団体 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） 

 

伊豆半島を「サイクリングの聖地」とす

るためのイベントの開催、情報発信及び

伊豆半島の道の駅周遊を目的とした情報

発信等 

7,739,000 円 

任意団体 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） 

地元食材を活用した商品の開発、グル

メフェアの開催及び伊豆半島の温泉旅館

を営む事業者等との共同での合同企業説

明会の開催 

3,973,000 円 
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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） 

国際会議での伊豆半島ジオパークの PR

及びイベントの開催を通じた地域への普

及広報 

7,200,000 円 

富士・富士宮地区ガイダ

ンス実行委員会 

（富士宮市、富士市） 

富士・富士宮地区の地元企業による合

同企業ガイダンスの開催 
800,000 円 

志太３市連携ＵＩＪタ

ーン就職促進協議会 

（島田市、焼津市、藤枝

市） 

企業向け、保護者向けセミナーの開催

及び首都圏学生と地元企業との交流会の

開催等 

6,000,000 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） 

首都圏等での観光キャンペーンの実施 2,565,000 円 

富士山ネットワーク会

議企画研究会 

（富士宮市、御殿場市、

富士市、裾野市、小山町） 

ふるさと回帰フェア2018への出展及び

富士山ナンバープレート啓発活動の実施

等 

972,000 円 

志太２市連携起業チャ

レンジ促進協議会 

（島田市、藤枝市） 

起業を考える人を対象としたセミナー

等の開催 
1,595,000 円 

志太地区子育て支援連

携協議会（島田市、焼津市、

藤枝市） 

子育て支援施設ラリー及び子育て世代

を対象とした講演会の開催等 
1,200,000 円 
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富士山女子駅伝富士地

区実行委員会 

（富士宮市、富士市） 

富士山女子駅伝及びプレイベントの開

催 
951,000 円 

静岡県西部地区観光協

議会中東遠地区 

（磐田市、掛川市、袋井

市、御前崎市、菊川市） 

旅行会社訪問、ファムトリップの実施

及び県内外イベントへの出展 
1,250,000 円 

裾野御殿場ラグビー・ス

ポーツフェスティバル

実行委員会（御殿場市、

裾野市） 

 

ラグビーを中心とした各種スポーツ体

験及び大会参加者の交流事業の実施等 
3,200,000 円 

駿豆線沿線地域活性化

協議会（三島市、伊豆市、

伊豆の国市、函南町） 

 

花による地域活性イベントの開催及び

情報誌の作成・配付等 
300,000 円 

静岡県東部地域コンベ

ンションビューロー（沼

津市、熱海市、三島市、

御殿場市、裾野市、伊豆

市、伊豆の国市、函南町、

清水町、長泉町、小山町） 

 

杭州、寧波での観光プロモーション及

び中国ブロガーの招聘等 
2,808,000 円 

静岡県大型観光キャン

ペーン推進協議会 33 市

町部会（政令市を除く 33

市町） 

主要都市観光商談会の開催及びツーリ

ズム EXPO ジャパンへの出展等 
25,000,000 円 

裾野市・長泉町みんなで

子育てするまち推進事

業事務局（裾野市、長泉

町） 

子育てに関するセミナー、交流・体験イ

ベントの開催 

 

500,000 円 

富士宮御殿場空手のま

ちづくり事業実行委員

会（富士宮市、御殿場市） 

東京五輪ホストタウン国との交流会及

び空手競技理解促進のための講演会の開

催 

1,000,000 円 
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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） 

 

出雲、名古屋での観光 PR イベントへの

出展 
666,000 円 

 

エ 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 7 グループに対し助成した。 

実施グループ 事業内容 助成額 

賀茂地域攻守両立型行政

運営研究グループ 

（南伊豆町、西伊豆町） 

「持続可能な仕組み」に関する先進地

調査 
371,928 円 

市街地の都市開発等に

関する調査研究会 

（焼津市、島田市） 

まちづくりの手法に関する先進地調

査 
499,810 円 

まちとひとをつなぐシ

ティプロモーション研究

会（沼津市、三島市、伊豆

の国市） 

シティプロモーションに関する先進

地調査 
500,000 円 

志太榛原地区広報研究

会 

（焼津市、藤枝市、島田市、

御前崎市、菊川市、牧之原

市、吉田町、川根本町） 

海外や訪日外国人に向けた情報発信

に関する先進地調査 
500,000 円 

任意団体 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） 

サイクリング事業における現状と課

題把握のための調査事業 

 

500,000 円 

空港周辺市町空港共生協

議会調査研究部会 

（島田市、牧之原市、吉田町） 

空港民営化による地元自治体の対応

に関する調査研究 
426,478 円 
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(2) 市町広域合同研修助成事業 （決算額：13,377,182 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：95 講座） 

 

(3) 市町村職員中央研修所派遣助成事業 （決算額：995,789 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 市町及び 3 団体 74 人） 

 

(4) 国際文化研修所派遣助成事業 （決算額：2,910,144 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 市町及び 2 団体 74 人） 

 

(5) 自治大学校派遣助成事業 （決算額：3,132,300 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：9市町 23 人） 

(6) 全国建設研修センター派遣助成事業 （決算額：6,795,500 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 78 人） 

 

(7) 消防大学校派遣助成事業 （決算額：6,097,150 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：7 市町及び 5 団体 34

人） 

 

(8) 国土交通大学校派遣助成事業 （決算額：208,174 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：10市町 13 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
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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。※30年度実績なし 

 

(10) 地域振興セミナー開催助成事業 （決算額：7,019,368 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 

沼津市 

 地域における男女共同参画の必要性及び男女共同

参画の視点を取り入れた地域課題の解決策に関する

セミナーの開催 

236,513 円 

市内の事業所及びその従業員等を対象とした、ワ

ークライフバランス推進のためのセミナーの開催 
273,551 円 

男性を対象とした育児・家事に取り組むきっかけ

づくり及び固定的な性別役割意識の解消を目的とし

た講座の開催 

276,393 円 

男女共同参画の視点を取り入れた自治会運営等に

関する講座の開催 
117,167 円 

まちづくり及び協働に関する事例や手法を学ぶセ

ミナーの開催 
152,300 円 

島田市 

ファシリテーション能力の習得と協働のまちづく

りを担う人材の育成を目的としたセミナーの開催 
300,000 円 

市民のまちづくりに対する意識啓発を目的とした

ワークショップの開催 
300,000 円 

富士山静岡空港を活かした地域振興策の研究に関

するセミナーの開催 
47,776 円 

地域や職場等における女性の参画拡大を目的とし

た講座の開催 
230,301 円 

女性の活躍推進を目的としたワーク・ライフ・バ

ランス等に関するセミナーの開催 
271,467 円 

中心市街地活性化基本計画を効果的に推進するた

めのセミナーの開催 
100,000 円 
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三島市 

ごみの現状の周知及びごみ減量に対する市民の意

識啓発を目的とした講座の開催 
100,000 円 

女性を対象とした三島市の取組みや課題に関する

連続講座の開催 
290,992 円 

遺伝学に関する講演会及び子ども向け講座の開催 249,612 円 

大規模災害の教訓をテーマとした講演会の開催及

び自主防災活動の好事例紹介 
300,000 円 

菊川市 

市民の防災意識向上を目的とした講演会の開催 251,870 円 

男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営等、

防災に関する講演会の開催 
33,850 円 

 地域活動団体の広報力向上のための講座の開催 73,456 円 

 市民の健康増進を目的としたセミナーの開催 300,000 円 

藤枝市 

 農地集積・集約の推進に対する意識醸成のための

セミナーの開催 
154,680 円 

 農福連携事業の推進を目的としたセミナーの開催 88,560 円 

 農業におけるマーケティングの先進的事例を学ぶ

セミナーの開催 
141,400 円 

牧之原市 

まちづくり協働ファシリテーター等を対象とした

フューチャーサーチの基礎と実践に関するセミナー

の開催 

250,000 円 

富士市 

「(仮称)富士市ＣＮＦ関連産業推進構想」の周知

及び今後の体制構築に向けたシンポジウムの開催 
300,000 円 

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 
296,604 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

ーダー育成のための講座の開催 
100,000 円 

町内での起業・創業を目指す女性の活躍推推進を

目的としたセミナーの開催 
293,436 円 

ファシリテーション技術の習得を目的としたセミ

ナーの開催 
289,440 円 

吉田町 
町内の男女共同参画推進を目的としたセミナーの

開催 
200,000 円 
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町の未来を活気ある町にすることを目的としたフ

ォーラムの開催 
300,000 円 

小山町 
地域団体等の活動発表による情報共有と活動活性

化推進 
300,000 円 

伊東市 
家庭環境の問題等に関する機関の連携を目的とし

た講演会の開催 
100,000 円 

袋井市 
仕事と家庭の両立を推進することを目的としたセ

ミナーの開催 
300,000 円 

 

 

(11) 地域づくりアドバイザー派遣支援事業 （決算額：805,000 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（6 市 7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：93,642,894 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、市町の直面する課題解決のための海外事情調査及び 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 

東伊豆町 

地域資源を活用した体験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 
260,580 円 

東京都台東区「ふるさと交流ショップ」での町の

ＰＲイベントの実施 
601,165 円 

玉川髙島屋での町のＰＲイベントの実施 1,010,864 円 

三島市 
県外で開催される移住相談会等への参加やイベン

トによる町のＰＲの実施 
900,000 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

台湾で開催される展覧会での観光ＰＲ及びファム

トリップの実施 
1,040,000 円 

台湾、欧米及び東南アジア旅行会社を対象とした

ファムトリップ及び商談会の実施 
1,560,000 円 
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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） 

タイ観光展への出展及び現地観光関係者を対象と

した商談会の実施 
1,820,000 円 

台湾観光プロモーション及び台北観光展への出展

事業 
5,290,000 円 

ベトナム・タイでの観光プロモーション、観光展

出展事業 
11,950,000 円 

森町 
パーキングエリアでのパンフレットの配布、移住

イベントへの参加及び婚活イベントの実施 
3,000,000 円 

川根本町 
地域資源を活用し、身体芸術を軸としたフェステ

ィバルの開催 
1,500,000 円 

伊豆の国市 

ソンギノハイルハン区長及びモンゴル国柔道連盟

等との交流 
790,000 円 

ソンギノハイルハン区長及び教育文化科学スポー

ツ省等訪問による交流 
1,210,000 円 

湖西市 

首都圏で開催される移住定住セミナーへの参加等 1,159,880 円 

小規模な体験プログラムを集めたイベントの開催

及び広報活動の実施等 
1,300,000 円 

台湾で実施の台北国際旅行博への出展事業 163,700 円 

富士市 

2020 東京オリンピック・パラリンピックを契機と

した「水泳のまち富士市」推進事業 
1,300,000 円 

まちづくり人材育成プログラムへの参加、防災に

関する視察事業 
700,000 円 

御殿場市 

首都圏での写真展示会を伴うＰＲ活動事業 383,421 円 

イタリア空手代表合宿の受け入れによる市民交流

の実施 
1,499,920 円 

移住を目的とした首都圏でのＰＲ活動 568,220 円 

訪日観光客誘致促進事業 400,000 円 

吉田町 吉田町交流活性化推進事業 3,500,000 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

書道家との交流等 
477,574 円 
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「対話の場」を活用した県内外の高校生・首都圏

の大学生等との交流 
1,500,000 円 

中国とのスポーツ・文化・教育・経済等の交流推

進事業 
1,456,526 円 

松崎町 
移住体験ツアーの開催及び首都圏で開催される移

住相談会への参加等 
1,285,000 円 

菊川市 
旅行エージェント・メディア訪問によるＰＲの実

施及び移住相談会への参加等 
3,500,000 円 

小山町 

国際自動車ロードレースの開催 991,785 円 

福知山市との文化団体交流事業 594,496 円 

台湾の自動車イベントへのＰＲブース出展事業 875,959 円 

伊東市 市内高校生と市外観光地高校生との交流等 1,000,000 円 

裾野市 

交流人口拡大のための各種イベントの開催 3,000,000 円 

移住促進事業 334,370 円 

富士地域観光振興

協議会 

（富士宮市、富士市） 

取材旅行の受け入れ、台北でのエージェントセー

ルス及び高雄でのトークセミナーの開催等 
5,000,000 円 

清水町 清水町の児童と宮城県利府町の児童との交流 1,811,000 円 

島田市 

「島田市緑茶化計画」の効果的な具現化のための

商品・プログラムの開発及びワークショップの開催

等 

2,900,000 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 

（磐田市、掛川市、

袋井市、御前崎市、

菊川市、森町） 

バンコクでの旅行博への出展・旅行会社へのＰＲ

の実施及び台中旅行博への出展等 
3,800,000 円 

袋井市 
ベトナム旅行会社訪問及びジャパントラベルフェ

ア出展による観光ＰＲ 
551,817 円 
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マレーシアで開催される健康都市連合国際大会へ

の参加 
1,300,000 円 

特産物の海外輸出支援事業 800,000 円 

オーストラリアで開催される商談会への参加、Ｐ

Ｒ事業 
348,183 円 

西伊豆町 台湾澎湖県でのトップセールス事業 231,045 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） 

台南旅行博への出展事業 1,177,953 円 

観光誘致のため台湾の有名ブロガー、雑誌記者等

の招聘、セミナーの実施 
2,207,246 円 

掛川市 

韓国での物産及びＰＲブースの出展事業 162,152 円 

中国天津市からのろう人形寄贈による交流事業 2,237,848 円 

静岡県東部地域コ

ンベンションビュ

ーロー 

（沼津市、熱海市、

三島市、御殿場市、

裾野市、伊豆市、伊

豆の国市、函南町、

清水町、長泉町、小

山町） 

中国旅行会社等を対象としたＰＲ及び台北国際旅

行博・タイ国際旅行フェアへの出展等 
5,500,000 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） 

 

台北で開催されるＩＴＦ国際旅行博への出展事業 1,450,000 円 
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富士山伊豆のまち

インバウンド事業

推進協議会 

（沼津市、熱海

市、三島市） 

中国現地エージェントの伊豆地域への誘致事業 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 

（沼津市、三島市、

御殿場市、清水町、

函南町） 

タイにおける静岡県東部地域の観光プロモーショ

ン事業 
3,250,000 円 

磐田市 名古屋での就活生向けフェア開催事業 2,000,000 円 

藤枝市 
韓国における保育・教育環境の先進施策の調査研

究事業 
192,190 円 

 

(13) 地域協働促進助成事業 （決算額：23,658,000 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 12 市町 13 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 

東伊豆町 空き家等利活用推進事業 776,000 円 

島田市 島田市市民活動センターづくり事業 3,000,000 円 

清水町 
水を核とした地域資源の活用と創業支援及び観光振興

による交流定住人口拡大戦略事業 
3,000,000 円 

掛川市 掛川茶献上茶謹製事業 1,000,000 円 

沼津市 平成 30 年度「沼津ソーシャルデザイン塾」開催事業 864,000 円 

菊川市 菊川市市民協働センター運営業務委託事業 3,000,000 円 

裾野市 新しい公共を担う活動主体育成事業委託 2,000,000 円 

西伊豆町 “ふるさと”「西伊豆町民の会」事業 733,000 円 

裾野市 体験型観光プログラム事業 1,000,000 円 
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藤枝市 全国玉露のうまい淹れ方コンテスト藤枝大会開催事業 2,000,000 円 

川根本町 川根本町献上茶謹製事業 1,333,000 円 

南伊豆町 
地域資源の再生による地域産業の再興と地域の活性化

を図る事業 
2,000,000 円 

河津町 伊豆縦貫自動車道ＩＣ周辺地域地域振興計画策定事業 2,952,000 円 

 

(14) 多文化共生推進助成事業 （決算額：168,941 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 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 

富士市 

地域における多文化共生推進のための外国人親子

支援事業 
23,584 円 

地域における多文化共生推進のための日本語習得

機会拡充事業 
48,000 円 

富士市国際交流協力特殊部隊養成講座 8,000 円 

地域における多文化共生推進のための日本語ボラ

ンティア養成事業 
13,333 円 

菊川市 
外国人住民とのコミュニケーションの促進を担う

人材育成講座 
76,024 円 

 

(15) 地域コミュニティ活性化助成事業 （決算額：20,064,000 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 16 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：11,863,000 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 

掛川市 東新町区 4,000,000 円 

16



袋井市 金屋敷地区 3,863,000 円 

藤枝市 千歳地区 4,000,000 円 

 

(17) コミュニティ施設改修助成事業 （決算額：682,100 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 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 

沼津市 中瀬町自治会 ＵＤ 682,100 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：142,801,329 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 

川根本町 
文化会館照明のＬＥＤ化 2,160,000 円 

海洋センター照明のＬＥＤ化 1,904,040 円 

森町  文化会館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

湖西市 

 勤労者体育センター照明のＬＥＤ化 927,720 円 

新居地域センター避難誘導灯のＬＥＤ化 792,828 円 

道の駅「潮見坂」情報コーナー照明のＬＥＤ化 466,884 円 

新居図書館照明のＬＥＤ化 1,134,000 円 

市役所庁舎トイレへのベビーシートの設置 264,600 円 

道路案内看板の文字拡大・ローマ字表記 812,000 円 

清水町  町内防犯灯のＬＥＤ化 4,184,191 円 

伊豆の国市 防犯灯・長岡中央公民館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

御殿場市 

救急医療センター照明のＬＥＤ化 999,000 円 

市役所本庁舎２階事務室照明のＬＥＤ化 1,497,000 円 
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コミュニティ組織が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 1,900,000 円 

東伊豆町 保健福祉センターにかかる省エネ型空調機の導入 4,400,000 円 

小山町 

小山町多目的グラウンド外灯のＬＥＤ化 2,992,680 円 

役場本庁舎トイレの改修 1,349,460 円 

磐田市 

公園照明のＬＥＤ化 900,000 円 

コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 3,300,000 円 

御前崎市 市役所庁舎照明のＬＥＤ化 4,060,800 円 

沼津市 

コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 1,400,000 円 

沼津市斎場照明のＬＥＤ化 899,640 円 

沼津市立大岡保育所照明のＬＥＤ化 800,000 円 

港大橋天神洞線照明のＬＥＤ化 1,300,360 円 

菊川市 

都市公園園内照明灯のＬＥＤ化 1,788,480 円 

栁２号公園への多目的トイレ設置 2,611,520 円 

吉田町 

川尻会館照明のＬＥＤ化への補助 2,000,000 円 

吉田郷土資料館及び吉田漁港海岸トイレの改修 1,501,200 円 

吉田町役場１階多目的トイレユニバーサルデザイン化及

び照明のＬＥＤ化 
258,966 円 

掛川市 掛川駅周辺街路灯のＬＥＤ化 4,400,000 円 

裾野市 

裾野市民センタートイレの改修 1,000,000 円 

裾野市運動公園陸上競技場トイレの改修 1,200,000 円 

コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 2,200,000 円 

松崎町 松崎中学校体育館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

下田市 

浜崎小学校屋内運動場トイレの改修 1,400,000 円 

稲梓小学校・朝日小学校トイレの改修 3,000,000 円 

長泉町 長泉小学校トイレの改修 4,039,200 円 
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函南町 

函南町保健福祉センター照明のＬＥＤ化 3,888,000 円 

函南町西部コミュニティセンター照明のＬＥＤ化 216,000 円 

ヒューマンヒルズふれあい中央広場照明のＬＥＤ化 159,840 円 

南伊豆町 南伊豆町立南中小学校屋内運動場照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

富士市 

コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 3,400,000 円 

富士市道 臨港富士線 視覚障碍者誘導用ブロック設置 1,000,000 円 

三島市 三島市役所本庁舎西館照明のＬＥＤ化 4,294,080 円 

牧之原市 地頭方公園トイレの改修 4,400,000 円 

河津町 

河津町立文化の家照明ＬＥＤ化、保険福祉防災センター

空調設備改修 
3,400,000 円 

河津川河口公衆トイレの改修 1,000,000 円 

西伊豆町 西伊豆町福祉センター照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

富士宮市 富士宮市役所本庁舎照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

熱海市 起雲閣照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

伊東市 伊東市生涯学習センター萩会館照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

島田市 コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 4,400,000 円 

藤枝市 藤枝市都市公園等照明灯のＬＥＤ化 4,400,000 円 

伊豆市 修善寺図書館・生きいきプラザ照明のＬＥＤ化 4,398,840 円 

袋井市 コミュニティ施設が実施する防犯灯ＬＥＤ化への補助 4,400,000 円 

焼津市 焼津駅南口駅前広場シェルター照明のＬＥＤ化 4,400,000 円 

 

(19) 地震・津波対策事業交付金交付事業 （決算額：194,218,000 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 33 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：16,640 円） 
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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 30 年 9 月 20 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 31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：10,208,858 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：786 人） 

 

(22) 市町議会議員研修助成事業 （決算額：713,626 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 30 年 7 月 24 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：516,888 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：60,960 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 31年 2 月 4日、静岡市「静岡県庁別館」にて、合同研修会

を開催した。 

 

(25) 財政事務実践研修事業 （決算額：483,084 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                   140 部 

イ 地方債事務取扱上の改正点                140 部 

ウ 公営企業債関係説明資料                 140 部 

エ 地方債関係資料                    140 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  80 部 

カ 市町財政担当課長会議配布資料              90 部 

 

(26) 地方公営企業等経営改善支援事業 （決算額：0 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する。（※平成 30

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研修の実施及び調査研究等を行う。

（※平成 30 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） 

平成 31 年 2 月 16 日に、静岡県コミュニティづくり推進協議会が「中高年がいきいき活

躍するコミュニティ」をテーマに三島市で開催した事業に対し、経費の一部を助成した。   

（参加者：300 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。  （平成 30 年 12 月 1 日開催、全 35 市町参加） 

 

(30) 市町職員広域研修事業 （決算額：9,269,464 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＞  186 名 

  新規採用職員研修＜後期＞  182 名 

イ 中堅職員研修         127 名 

ウ 新任監督者研修          153 名 

エ 新任管理者研修           96 名 

オ 女性職員キャリアアップ研修  28 名 

カ 地方自治法研修          71 名 

キ 地方公務員法研修         53 名 

ク 民法研修             73 名 

ケ 行政法研修            38 名 

コ 行政争訟研修           45 名 

サ 法制執務研修          101 名 

シ 住民応対基礎研修         37 名 

ス 政策法務基礎研修       26 名 

セ ＯＪＴ基本研修        41 名 

ソ 研修担当者研修        24 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：1,448,872 円） 

平成 30 年 4 月 24 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、建築家の長谷川逸子氏から「建築と景観」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：10,118,012 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 256 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：9,997,129 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：29,897,024 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 3 回開催して、平成 31 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 30 年度企画委員会検討結果報告書」として、平成 30 年 12 月 27 日付

けにて取りまとめ、理事長あて報告した。 

22



公益財団法人静岡県市町村振興協会
平成30年度長期貸付金貸付一覧表（平成31年3月25日執行）

（単位：千円）　　　　　

　  　　　　事業名

貸付額

教育・福祉施設
等整備事業

一般単独事業 備     考 償還期間

83,400
一般単独事業
緊急防災・減災事業　単独事業

3年据置15年

29,800
一般単独事業
緊急防災・減災事業　単独事業

2年据置12年

2 熱海市 561,600 561,600
教育福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業　ごみ焼却施設改造事業

3年据置15年

110,400
学校教育施設等整備事業
中郷小学校校舎空調改修事業ほか

3年据置15年

3,400
【H29繰越】一般事業（その他）
三ツ石公園整備事業

3年据置15年

2,000
【H29繰越】防災対策事業
自然災害防止事業　急傾斜地崩壊対策事業

3年据置15年

1,500
【H29繰越】学校教育施設等整備事業
南中学校トイレ改修事業ほか

3年据置15年

1,700
【H29繰越】一般事業（河川等事業）
一般河川整備事業

3年据置15年

20,500
一般廃棄物処理事業
衛生プラント改築事業

3年据置15年

28,000
一般単独事業（一般事業）
消防団詰所整備

2年据置12年

10,500
教育・福祉施設整備事業
施設整備事業　保育園改修

3年据置15年

8,400
教育・福祉施設整備事業
（社会福祉施設整備事業）保育園改修

3年据置15年

5,300
一般廃棄物処理事業（清掃運搬施設等）
清掃用自動車購入事業

2年据置12年

4,000
一般補助施設整備等事業
耐震性貯水槽整備事業

2年据置12年

364,600
一般単独事業
まちづくりセンター整備事業ほか

3年据置15年

18,100
社会福祉施設整備事業
社会福祉センター改修事業ほか

3年据置15年

296,800
学校教育施設等整備事業
中学校屋内運動場リニューアル事業ほか

3年据置15年

7 藤枝市 14,300 14,300
一般単独事業債（地域活性化事業債）
体育施設整備事業（施設改修事業）

2年据置12年

440,700
一般単独事業
市体育館整備改修事業

3年据置15年

131,000
教育・社会福祉施設等整備事業
市体育館整備改修事業

3年据置15年

9 袋井市 36,100 36,100
地方道路等整備事業
都市計画道路整備事業

3年据置15年

10 湖西市 33,000 33,000
学校教育施設等整備事業
新居中学校南校舎外壁改修事業

3年据置15年

128,000
一般単独事業
消防出張所整備

3年据置15年

90,000
一般単独事業
災害支援物資拠点施設整備

3年据置15年

48,100
教育施設等整備事業
小学校無線LAN整備事業

3年据置15年

41,400
緊急防災・減災事業
文化会館アエル特定天井耐震補強事業

3年据置15年

13 伊豆の国市 20,700 20,700  地方道路等整備事業通学路等整備事業 3年据置15年

14 東伊豆町 28,500 28,500  一般単独事業熱川中線整備事業 2年据置12年

15 河津町 23,500 23,500  一般事業笹原多目的駐車場土地購入事業 2年据置12年

16 函南町 107,100 107,100
学校教育施設等整備事業
函南中学校大規模改修事業

3年据置15年

17 清水町 20,300 20,300
一般単独事業（地方道路等整備事業）
生活道路整備事業（単独分）

2年据置12年

18 長泉町 9,000 9,000
緊急防災・減災事業
災害用マンホールトイレ設置工事

2年据置12年

19 吉田町 21,300 21,300
教育・福祉施設等整備事業
校務支援システム改修事業

2年据置12年

20 森町 63,700 63,700
学校教育施設等整備事業
町単独水泳プール改修事業

3年据置15年

49,400
教育・福祉施設等整備事業
救助工作車整備事業

2年据置12年

44,400
一般単独事業
救助工作車整備事業

2年据置12年

22
御殿場市・小山町

広域行政組合
17,000 17,000

緊急防災・減災事業
高規格救急自動車導入事業

2年据置12年

23  駿東伊豆消防組合 119,800 119,800
一般事業
はしご付消防自動車更新（車両整備）

2年据置12年

3,037,300 1,490,700 1,546,600

571,700

218,000

89,500

113,200

139,500

46,900

9,300

679,500

合計

93,800

菊川市

下田地区消防組合

1

3

5

6

8

12

21

沼津市

三島市

伊東市

富士市

御殿場市

団 体 名

4 富士宮市

11 御前崎市
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　（単位：円）

市町名 金　　額 市町名 金　　額

沼津市 22,843,780 東伊豆町 4,694,096

熱海市 6,922,779 河津町 4,218,220

三島市 13,406,889 南伊豆町 4,327,418

富士宮市 17,042,853 松崎町 4,176,546

伊東市 9,677,422 西伊豆町 6,084,026

島田市 15,904,676 函南町 6,933,243

富士市 27,562,829 清水町 6,437,513

磐田市 25,649,441 長泉町 7,350,898

焼津市 17,820,209 小山町 5,308,773

掛川市 17,379,435 吉田町 6,166,977

藤枝市 18,190,732 川根本町 5,990,836

御殿場市 11,442,213 森町 5,222,111

袋井市 13,020,043

下田市 5,614,546

裾野市 8,281,543

湖西市 10,694,771

伊豆市 10,643,981

御前崎市 7,904,688

菊川市 9,529,810

伊豆の国市 11,436,577

牧之原市 9,421,059

　

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 357,300,933

平成３０年度 市町交付金（ハロウィンジャンボ）配分一覧表

町　　計 66,910,657

市　　計 290,390,276
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※ 附属明細書について 

 

  平成 30 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30年度  財務諸表

単位：円

当年度 前年度 増減

586,082,949 654,249,367 △ 68,166,418

586,082,949 654,249,367 △ 68,166,418

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 2,362,188,616 2,475,306,850 △ 113,118,234

長期貸付金 29,612,232,756 29,720,575,960 △ 108,343,204

退職給付引当資産 827,404 819,018 8,386

土地 364,302,849 364,302,849 0

建物 247,891,130 256,962,042 △ 9,070,912

建物付属設備 29,436,516 42,561,004 △ 13,124,488

構築物 996,784 1,407,520 △ 410,736

什器・備品 854,600 854,600 0

特定資産　計 32,618,730,655 32,862,789,843 △ 244,059,188

ソフトウエア 3,326,400 4,233,600 △ 907,200

その他固定資産　計 3,326,400 4,233,600 △ 907,200

32,623,057,055 32,868,023,443 △ 244,966,388

33,209,140,004 33,522,272,810 △ 313,132,806

82,296 128,646 △ 46,350

348,863,378 429,198,990 △ 80,335,612

348,945,674 429,327,636 △ 80,381,962

827,404 819,018 8,386

2,623,700,004 2,818,666,668 △ 194,966,664

2,624,527,408 2,819,485,686 △ 194,958,278

2,973,473,082 3,248,813,322 △ 275,340,240

1,000,000 1,000,000 0

29,050,721,364 29,080,033,142 △ 29,311,778

静岡県交付金 29,042,771,764 29,068,383,242 △ 25,611,478

有価証券評価損益 7,949,600 11,649,900 △ 3,700,300

29,051,721,364 29,081,033,142 △ 29,311,778

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

(29,050,721,364) (29,080,033,142) (△29,311,778)

1,183,945,558 1,192,426,346 △ 8,480,788

(943,481,879) (963,271,015) (△19,789,136)

30,235,666,922 30,273,459,488 △ 37,792,566

33,209,140,004 33,522,272,810 △ 313,132,806

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31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
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単位：円

当年度 前年度 増減

100 100 0

基本財産受取利息振替額 100 100 0

11,874,750 8,201,221 3,673,529

3,389,541 2,388,002 1,001,539

基金積立資産受取利息 3,389,460 2,387,940 1,001,520

退職給付引当資産受取利息 81 62 19

特定資産受取利息振替額 5,668,209 5,813,219 △ 145,010

特定資産評価損益等 2,817,000 0 2,817,000

1,031,645,211 981,005,299 50,639,912

静岡県交付金振替額 674,344,278 691,845,114 △ 17,500,836

静岡県交付金振替額 674,344,278 691,805,114 △ 17,460,836

特定資産償還損益振替額 0 40,000 △ 40,000

静岡県交付金 357,300,933 289,160,185 68,140,748

115,681,918 133,507,090 △ 17,825,172

115,681,918 133,507,090 △ 17,825,172

受取負担金 439,340 557,178 △ 117,838

受取負担金 439,340 557,178 △ 117,838

950,000 950,000 0

950,000 950,000 0

24,161 28,629 △ 4,468

12,176 14,791 △ 2,615

11,985 13,838 △ 1,853

1,160,615,480 1,124,249,517 36,365,963

1,110,295,578 1,076,483,351 33,812,227

2,005,182 2,483,748 △ 478,566

1,171,478 1,223,202 △ 51,724

6,709 151,797 △ 145,088

331,356 598,677 △ 267,321

982,093 878,683 103,410

242,852 285,512 △ 42,660

23,513,336 22,986,499 526,837

199,049 194,683 4,366

1,255,230 1,339,038 △ 83,808

810,629 809,466 1,163

91,596 91,596 0

1,165,960 601,100 564,860

30,800 32,800 △ 2,000

19,781,080 20,046,165 △ 265,085

471,309,908 467,642,514 3,667,394

30,190,271 28,940,420 1,249,851

5,689,116 6,333,266 △ 644,150

551,518,933 521,844,185 29,674,748

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

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30年4月1日～平成31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

受取助成金

受取助成金

雑収益

受取利息

雑収益

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

福利厚生費

会議費

旅費交通費

減価償却費

消耗品費
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75,043,526 84,066,230 △ 9,022,704

501,296 620,937 △ 119,641

30,000 30,000 0

292,870 305,801 △ 12,931

1,677 37,950 △ 36,273

82,839 149,669 △ 66,830

9,720 2,417 7,303

147,062 101,580 45,482

1,867 2,818 △ 951

229,581 228,177 1,404

25,000 0 25,000

2,800 3,200 △ 400

3,271,570 3,321,641 △ 50,071

5,371,192 6,251,896 △ 880,704

202,774 205,030 △ 2,256

64,873,278 72,805,114 △ 7,931,836

1,185,339,104 1,160,549,581 24,789,523

△ 24,723,624 △ 36,300,064 11,576,440

0 22,458,900 △ 22,458,900

0 22,458,900 △ 22,458,900

△ 24,723,624 △ 13,841,164 △ 10,882,460

15,779,836 6,822,810 8,957,026

463,000 0 463,000

16,242,836 6,822,810 9,420,026

0 0 0

16,242,836 6,822,810 9,420,026

△ 8,480,788 △ 7,018,354 △ 1,462,434

1,192,426,346 1,199,444,700 △ 7,018,354

1,183,945,558 1,192,426,346 △ 8,480,788一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

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

給料

職員手当

退職給付費用

福利厚生費

会議費

役員報酬

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

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
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648,732,800 728,051,172 △ 79,318,372

648,732,800 728,051,172 △ 79,318,372

基本財産運用益 100 100 0

基本財産受取利息 100 100 0

特定資産運用益 5,668,209 5,813,219 △ 145,010

特定資産受取利息 5,668,209 5,813,219 △ 145,010

△ 3,700,300 △ 3,727,700 27,400

△ 3,700,300 △ 3,727,700 27,400

0 △ 552,200 552,200

0 △ 552,200 552,200

△ 680,012,587 △ 697,658,433 17,645,846

基本財産受取利息振替額 △ 100 △ 100 0

静岡県交付金振替額 △ 674,344,278 △ 691,805,114 17,460,836

特定資産受取利息振替額 △ 5,668,209 △ 5,813,219 145,010

0 △ 40,000 40,000

△ 29,311,778 31,926,158 △ 61,237,936

29,081,033,142 29,049,106,984 31,926,158

29,051,721,364 29,081,033,142 △ 29,311,778

30,235,666,922 30,273,459,488 △ 37,792,566

Ⅱ　指定正味財産増減の部

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

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
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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 0 100 100

基本財産受取利息振替額 0 100 100

特定資産運用益 11,874,669 81 11,874,750

特定資産受取利息 3,389,460 81 3,389,541

基金積立資産受取利息 3,389,460 0 3,389,460

退職給付引当資産受取利息 0 81 81

特定資産受取利息振替額 5,668,209 0 5,668,209

特定資産評価損益等 2,817,000 0 2,817,000

静岡県交付金 966,771,933 64,873,278 1,031,645,211

静岡県交付金振替額 609,471,000 64,873,278 674,344,278

静岡県交付金振替額 609,471,000 64,873,278 674,344,278

静岡県交付金 357,300,933 0 357,300,933

事業収益 106,573,880 9,108,038 115,681,918

長期貸付金利息 106,573,880 9,108,038 115,681,918

受取負担金 351,472 87,868 439,340

受取負担金 351,472 87,868 439,340

受取助成金 0 950,000 950,000

受取助成金 0 950,000 950,000

雑収益 0 24,161 24,161

受取利息 0 12,176 12,176

雑収益 0 11,985 11,985

経常収益計 1,085,571,954 75,043,526 1,160,615,480

（２）経常費用

事業費 1,110,295,578 1,110,295,578

給料 2,005,182 2,005,182

職員手当 1,171,478 1,171,478

退職給付費用 6,709 6,709

福利厚生費 331,356 331,356

会議費 982,093 982,093

旅費交通費 242,852 242,852

減価償却費 23,513,336 23,513,336

消耗品費 199,049 199,049

印刷製本費 1,255,230 1,255,230

賃借料 810,629 810,629

保険料 91,596 91,596

諸謝金 1,165,960 1,165,960

公租公課 30,800 30,800

支払負担金　 19,781,080 19,781,080

支払助成金 471,309,908 471,309,908

委託費 30,190,271 30,190,271

支払利息 5,689,116 5,689,116

支払交付金 551,518,933 551,518,933

正味財産増減計算書内訳表
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

科     目 法人会計 合計
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管理費 75,043,526 75,043,526

給料 501,296 501,296

役員報酬 30,000 30,000

職員手当 292,870 292,870

退職給付費用 1,677 1,677

福利厚生費 82,839 82,839

会議費 9,720 9,720

旅費交通費 147,062 147,062

消耗品費 1,867 1,867

印刷製本費 229,581 229,581

賃借料 25,000 25,000

公租公課 2,800 2,800

支払負担金　 3,271,570 3,271,570

委託費 5,371,192 5,371,192

手数料 202,774 202,774

支払納付金 64,873,278 64,873,278

経常費用計 1,110,295,578 75,043,526 1,185,339,104
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 24,723,624 0 △ 24,723,624

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 24,723,624 0 △ 24,723,624

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

過年度修正益 15,779,836 0 15,779,836

過年度助成金返還 463,000 0 463,000

経常外収益計 16,242,836 0 16,242,836

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 16,242,836 0 16,242,836

当期一般正味財産増減額 △ 8,480,788 0 △ 8,480,788

一般正味財産期首残高 1,192,426,346 0 1,192,426,346

一般正味財産期末残高 1,183,945,558 0 1,183,945,558
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Ⅱ　指定正味財産増減の部

静岡県交付金 583,859,522 64,873,278 648,732,800

静岡県交付金 583,859,522 64,873,278 648,732,800

基本財産運用益 0 100 100

基本財産受取利息 0 100 100

特定資産運用益 5,668,209 0 5,668,209

特定資産受取利息 5,668,209 0 5,668,209

特定資産評価損益 △ 3,700,300 0 △ 3,700,300

特定資産評価損益 △ 3,700,300 0 △ 3,700,300

一般正味財産への振替額 △ 615,139,209 △ 64,873,378 △ 680,012,587

基本財産受取利息振替額 0 △ 100 △ 100

静岡県交付金振替額 △ 609,471,000 △ 64,873,278 △ 674,344,278

特定資産受取利息振替額 △ 5,668,209 0 △ 5,668,209

当期指定正味財産増減額 △ 29,311,778 0 △ 29,311,778

指定正味財産期首残高 29,080,033,142 1,000,000 29,081,033,142

指定正味財産期末残高 29,050,721,364 1,000,000 29,051,721,364

Ⅲ　正味財産期末残高 30,234,666,922 1,000,000 30,235,666,922
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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

2,475,306,850 3,537,353,066 3,650,471,300 2,362,188,616

29,720,575,960 3,037,300,000 3,145,643,204 29,612,232,756

819,018 8,386 0 827,404

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

256,962,042 0 9,070,912 247,891,130

42,561,004 0 13,124,488 29,436,516

1,407,520 0 410,736 996,784

854,600 0 0 854,600

32,862,789,843 6,574,661,452 6,818,720,640 32,618,730,655

32,863,789,843 6,574,661,452 6,818,720,640 32,619,730,655

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 －

　

2,362,188,616 (2,062,188,616) (300,000,000)

29,612,232,756 (26,988,532,748) 0 (2,623,700,008)

827,404 0 0 (827,404)

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

247,891,130 0 (247,891,130) 0

29,436,516 0 (29,436,516) 0

996,784 0 (996,784) 0

854,600 0 (854,600) 0

32,618,730,655 (29,050,721,364) (943,481,879) (2,624,527,412)

32,619,730,655 (29,051,721,364) (943,481,879) (2,624,527,412)

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

382,994,066 135,102,936 247,891,130

265,515,133 236,078,617 29,436,516

8,369,727 7,372,943 996,784

9,544,036 8,689,436 854,600

4,536,000 1,209,600 3,326,400

1,035,261,811 388,453,532 646,808,279

　建物付属設備

　構造物

　什器・備品

　ソフトウエア

合計

　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

　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

基本財産

　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

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。
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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 29,068,383,242 648,732,800 674,344,278 29,042,771,764 指定正味財産

　新宝くじ交付金 静岡県知事 0 357,300,933 357,300,933 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 －

29,068,383,242 1,006,983,733 1,032,595,211 29,042,771,764

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 100

　市町村振興事業に充当するための振替額 615,139,209

　　静岡県交付金振替 609,471,000

　　特定資産受取利息 5,668,209

64,873,278

680,012,587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 819,018 8,386 0 0 827,404

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 586,082,949

　静岡銀行駅南支店 №853515 0

586,082,949

（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 827,404

基金積立資産 普通預金 静岡県交付金及びその運用

　静岡銀行駅南支店 資産及びその運用益は、公 49,749,002

益目的事業の財源とする

定期預金

　静岡市農協本店 1,654,650,014

　大和ネクスト銀行エビス支店 300,000,000

有価証券

　平成22年度第1回山梨県債 101,464,600

　第350回大阪府債 256,325,000

長期貸付金 静岡市 外23市8町8一部事務組合 静岡県交付金による基金積 29,612,232,756

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 247,891,130

鉄筋鉄骨造 1757.27㎡

建物附属設備 同ビル建物附属設備 29,436,516

共通持分73,910／100万

構築物 同ビル構築物 996,784

共通持分73,910／100万

什器備品 市町村センター内什器備品 854,600

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 3,326,400

32,623,057,055

33,209,140,004　　資産　合計

財産目録
平成31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 348,863,378

かる未払金　全111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 82,296

全4件

　流動負債　合計 348,945,674

（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 2,623,700,004

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 827,404

給に備えるもの

2,624,527,408

2,973,473,082

30,235,666,922

　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 500,000 湖西市 110,795,030 下田地区消防組合 278,810,000

浜松市 286,341,822 伊豆市 238,650,084
富士山南東消防組

合 271,700,000

沼津市 2,319,940,014 御前崎市 218,000,000
御殿場市･小山町
広域行政組合 853,823,334

熱海市 3,296,741,786 菊川市 1,192,618,336 駿東伊豆消防組合 1,208,570,010

三島市 2,127,078,430 伊豆の国市 1,029,125,020
吉田町牧之原市
広域施設組合 753,818,334

富士宮市 227,260,000 牧之原市 1,290,488,440
牧之原市菊川市

学校組合 8,050,000

伊東市 85,870,006 東伊豆町 47,795,026 東遠地区聖苑組合 964,416,680

島田市 231,103,378 河津町 64,800,000
袋井市森町

広域行政組合 552,953,340

富士市 6,017,081,788 函南町 235,020,000

磐田市 1,191,293,362 清水町 525,230,000

焼津市 269,450,016 長泉町 203,833,336

掛川市 112,838,352 小山町 99,190,000

藤枝市 981,116,758 吉田町 131,366,670

御殿場市 1,661,666,698 森町 193,993,352

袋井市 258,525,000

下田市 21,298,354

裾野市 51,080,000

市 計
（23）

23,218,862,674
町 計
（8）

1,501,228,384
一部事務組合 計

（8）
4,892,141,698

平成３０年度末　資金貸付残高一覧表

　合　　　計（　39 団体） 29,612,232,756
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