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牧之原市一般会計市債残高一覧表（令和２年度末）

借入年度 借入先名
借入額
（円）

事業箇所等
最終

償還年度
令和２年度末
借入残高（円）

平成4年度 旧資金運用部資金 5,500,000 大井川広域水道企業団出資 令和4年度 691,424
平成4年度 旧資金運用部資金 2,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和4年度 263,998
平成5年度 旧公営企業金融公庫 10,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和3年度 733,954
平成5年度 旧公営企業金融公庫 4,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和3年度 276,074
平成6年度 旧資金運用部資金 4,200,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 1,032,660
平成6年度 旧資金運用部資金 10,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 2,679,998
平成6年度 旧公営企業金融公庫 5,700,000 大井川広域水道企業団出資 令和4年度 722,949
平成6年度 旧資金運用部資金 5,700,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 1,312,160
平成6年度 旧資金運用部資金 2,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 483,427
平成6年度 旧公営企業金融公庫 2,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和4年度 266,350
平成7年度 旧資金運用部資金 8,300,000 大井川広域水道企業団出資 令和7年度 2,260,796
平成7年度 旧公営企業金融公庫 12,400,000 大井川広域水道企業団出資 令和5年度 2,220,324
平成7年度 旧公営企業金融公庫 9,900,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和5年度 1,772,680
平成7年度 旧資金運用部資金 6,700,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和7年度 1,824,980
平成7年度 旧簡易生命保険資金 93,600,000 牧之原団地建設 令和3年度 2,960,017
平成8年度 旧公営企業金融公庫 30,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 6,601,695
平成8年度 旧簡易生命保険資金 93,000,000 ハイツ地頭方建設 令和3年度 5,470,686
平成8年度 旧簡易生命保険資金 9,300,000 住宅新築資金貸付金 令和3年度 547,069
平成8年度 旧簡易生命保険資金 3,700,000 住宅新築資金貸付金 令和3年度 217,651
平成8年度 旧公営企業金融公庫 16,600,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 3,652,939
平成8年度 旧公営企業金融公庫 5,700,000 榛原町上水道出資 令和6年度 1,254,323
平成9年度 旧資金運用部資金 14,900,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和9年度 4,802,647
平成9年度 旧資金運用部資金 20,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和8年度 6,164,852
平成9年度 旧簡易生命保険資金 87,000,000 ハイツ地頭方建設 令和4年度 9,574,578
平成9年度 旧公営企業金融公庫 28,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和7年度 7,513,141
平成9年度 旧公営企業金融公庫 29,900,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和7年度 7,773,112
平成10年度 旧資金運用部資金 19,900,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和9年度 6,496,973
平成10年度 旧資金運用部資金 19,300,000 大井川広域水道企業団出資 令和9年度 6,301,087
平成10年度 旧公営企業金融公庫 45,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和8年度 13,822,239
平成10年度 旧資金運用部資金 30,500,000 大井川広域水道企業団出資 令和10年度 11,195,302
平成10年度 旧公営企業金融公庫 57,300,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和8年度 17,559,608
平成10年度 旧資金運用部資金 38,200,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和10年度 14,021,659
平成11年度 旧資金運用部資金 91,200,000 片浜小学校校舎建築 令和6年度 19,681,965
平成11年度 旧公営企業金融公庫 35,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和9年度 12,675,405
平成11年度 旧公営企業金融公庫 32,800,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和9年度 11,613,221
平成11年度 旧資金運用部資金 22,100,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和11年度 9,245,857
平成12年度 旧資金運用部資金 24,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和11年度 10,011,700
平成12年度 旧公営企業金融公庫 31,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和10年度 12,213,869
平成12年度 旧公営企業金融公庫 25,400,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和10年度 9,772,411
平成13年度 財政融資資金 41,100,000 大井川広域水道企業団出資、榛原町上水道出資 令和13年度 19,898,184
平成13年度 旧公営企業金融公庫 8,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和11年度 3,389,801
平成13年度 財政融資資金 38,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和13年度 18,397,348
平成13年度 財政融資資金 56,800,000 相良・坂井平田港 令和3年度 3,812,601
平成13年度 財政融資資金 19,200,000 大井川広域水道企業団出資 令和13年度 9,623,427
平成13年度 財政融資資金 49,000,000 減税補てん債 令和3年度 3,104,075
平成13年度 財政融資資金 135,000,000 臨時財政対策債 令和3年度 8,552,045
平成13年度 旧公営企業金融公庫 15,700,000 大井川広域水道企業団出資 令和11年度 6,962,193
平成13年度 旧公営企業金融公庫 13,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和11年度 6,188,312
平成13年度 財政融資資金 17,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和13年度 8,554,376
平成13年度 財政融資資金 37,500,000 減税補てん債 令和3年度 2,375,568
平成13年度 ハイナン農業協同組合 32,600,000 総合健康福祉センター建設 令和3年度 1,916,000
平成14年度 財政融資資金 10,800,000 津波・高潮防災ステーション整備 令和4年度 1,051,499
平成14年度 財政融資資金 49,000,000 減税補てん債 令和4年度 5,999,926
平成14年度 財政融資資金 265,700,000 臨時財政対策債 令和4年度 32,534,290
平成14年度 旧公営企業金融公庫 11,400,000 大井川広域水道企業団出資 令和12年度 5,311,416
平成14年度 財政融資資金 12,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和14年度 6,147,158
平成14年度 財政融資資金 9,900,000 津波・高潮防災ステーション整備 令和4年度 1,226,662
平成14年度 財政融資資金 51,900,000 相良・坂井平田港、御前崎港 令和4年度 6,430,686
平成14年度 財政融資資金 48,300,000 減税補てん債 令和4年度 5,914,212
平成14年度 財政融資資金 262,800,000 臨時財政対策債 令和4年度 32,179,192
平成14年度 財政融資資金 11,600,000 大井川広域水道企業団出資 令和14年度 5,893,143
平成14年度 ハイナン農業協同組合 229,000,000 総合健康福祉センター建設 令和4年度 26,940,000
平成14年度 旧公営企業金融公庫 10,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和12年度 5,016,748
平成15年度 旧公営企業金融公庫 7,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和13年度 4,175,402
平成15年度 財政融資資金 571,400,000 臨時財政対策債 令和5年度 107,201,625
平成15年度 旧簡易生命保険資金 46,300,000 減税補てん債 令和5年度 8,686,446
平成15年度 財政融資資金 7,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和15年度 4,618,229
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平成15年度 財政融資資金 4,700,000 相良港 令和5年度 930,640
平成15年度 財政融資資金 5,400,000 津波・高潮防災ステーション整備 令和5年度 1,069,247
平成15年度 静岡県 59,900,000 切山大旗地区農地整備 令和5年度 11,984,000
平成15年度 静岡県 34,900,000 平城橋、旭ヶ谷橋 令和5年度 6,988,000
平成15年度 旧公営企業金融公庫 7,500,000 大井川広域水道企業団出資 令和13年度 4,035,966
平成15年度 旧簡易生命保険資金 44,100,000 減税補てん債 令和5年度 8,273,699
平成15年度 財政融資資金 7,500,000 大井川広域水道企業団出資 令和15年度 4,384,396
平成15年度 財政融資資金 517,200,000 臨時財政対策債 令和5年度 97,033,042
平成15年度 財政融資資金 6,700,000 榛原港 令和5年度 1,326,657
平成15年度 財政融資資金 11,400,000 橋柄池、柿ヶ谷地区・橋柄地区急傾斜地 令和5年度 2,257,298
平成15年度 旧掛川信用金庫 41,100,000 臨時財政対策債 令和5年度 7,248,000
平成16年度 旧公営企業金融公庫 7,200,000 大井川広域水道企業団出資 令和14年度 4,164,549
平成16年度 財政融資資金 7,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和16年度 4,404,689
平成16年度 旧簡易生命保険資金 49,500,000 減税補てん債 令和6年度 12,244,390
平成16年度 旧簡易生命保険資金 410,300,000 臨時財政対策債 令和6年度 101,492,392
平成16年度 静岡県 27,200,000 切山大旗地区農地整備 令和6年度 7,257,000
平成16年度 静岡県 12,500,000 桃原瑞照院北線、本谷川ほか 令和6年度 3,337,000
平成16年度 旧公営企業金融公庫 6,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和14年度 3,914,223
平成16年度 財政融資資金 6,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和16年度 4,218,576
平成16年度 旧簡易生命保険資金 38,500,000 減税補てん債 令和6年度 9,492,196
平成16年度 旧簡易生命保険資金 399,700,000 臨時財政対策債 令和6年度 98,546,261
平成16年度 旧簡易生命保険資金 20,200,000 榛原港 令和6年度 5,224,510
平成16年度 旧簡易生命保険資金 16,900,000 橋柄池・新西ノ谷池、橋柄地区・新戸地区急傾斜地 令和6年度 4,371,000
平成17年度 旧簡易生命保険資金 99,500,000 減税補てん債 令和7年度 31,157,984
平成17年度 旧簡易生命保険資金 622,100,000 臨時財政対策債 令和7年度 194,807,865
平成17年度 旧簡易生命保険資金 109,100,000 細江小学校体育館改築 令和12年度 56,117,344
平成17年度 財政融資資金 8,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和17年度 5,868,420
平成17年度 財政融資資金 26,500,000 榛原港、臨港１号線 令和7年度 8,792,660
平成17年度 財政融資資金 15,300,000 新西ノ谷池、柿ヶ谷地区・片浜地区急傾斜地 令和7年度 5,076,516

平成17年度 静岡県 77,000,000
切山大旗地区農地整備、桃原瑞照院北線、御馬ヶ
谷文久線、田下最明寺線、前玉本通線、本谷川

令和7年度 25,680,000

平成17年度 旧公営企業金融公庫 7,300,000 大井川広域水道企業団出資 令和15年度 4,589,873
平成17年度 財政融資資金 1,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和17年度 1,200,359
平成18年度 旧公営企業金融公庫 1,600,000 大井川広域水道企業団出資 令和15年度 1,005,999
平成18年度 財政融資資金 32,100,000 橋柄瓦礫埋立処分場建設 令和3年度 2,931,010
平成18年度 静岡県市町村振興協会 41,900,000 地域再生事業 令和3年度 3,491,674
平成18年度 旧簡易生命保険資金 79,800,000 減税補てん債 令和8年度 29,822,513
平成18年度 財政融資資金 549,200,000 臨時財政対策債 令和8年度 205,244,660

平成18年度 ハイナン農業協同組合 28,800,000
芝木原地区区画整理、長ノ谷排水路、宮代農道、
菅山地区区画整理、堀野新田排水路、谷田排水路

令和3年度 2,400,000

平成18年度 ハイナン農業協同組合 34,200,000 榛原金谷線、相良浜岡線 令和3年度 2,849,668

平成18年度 ハイナン農業協同組合 643,900,000

総合センター、中原３号線、桃原瑞照院北線、扇沢
遠渡坂線、江湖田１号線、白井本線、仁田坂部通
学道線、寄子裏通線、地代鬼女新田線、並木山脇
線、静波勝間田線、布引原矢崎南口西通線、細江
山の手２号幹線、須々木大溝線、大寄本線、辻川、
山の手幹線、細江１号幹線、天の川大江線、川向
御天所線、象ケ谷追廻線、静波１号幹線、消防14
分団詰所、消防ポンプ車・可搬ポンプ、勝間田小学
校プール、相良小学校体育館、川崎小学校体育
館、地頭方小学校体育館、相良中学校技術棟

令和3年度 53,658,332

平成18年度 財政融資資金 13,100,000 大井川広域水道企業団出資 令和18年度 9,148,995
平成18年度 旧公営企業金融公庫 10,500,000 大井川広域水道企業団出資 令和16年度 6,979,004
平成18年度 財政融資資金 9,300,000 榛原港、臨港１号線 令和8年度 3,628,434

平成18年度 財政融資資金 12,100,000
新西ノ谷池、柿ヶ谷地区・片浜地区・勝俣新戸地
区・宮本地区急傾斜地

令和8年度 4,720,867

平成18年度 静岡県 59,900,000 切山大旗地区農地整備 令和8年度 23,963,000
平成18年度 ハイナン農業協同組合 72,000,000 須々木大溝線、大寄本線 令和3年度 6,000,000
平成19年度 静岡県 9,900,000 旗沢橋 令和9年度 4,620,000

平成19年度 静岡県市町村振興協会 20,200,000
菅山地区区画整理、宮代農道、堀野新田排水路、
片浜口原地区区画整理、坂部谷田排水路

令和4年度 3,366,680

平成19年度 静岡県市町村振興協会 7,700,000 消防ポンプ車 令和4年度 1,283,340
平成19年度 静岡県市町村振興協会 6,300,000 消防ポンプ車 令和4年度 1,050,000
平成19年度 財政融資資金 498,300,000 臨時財政対策債 令和9年度 214,450,789
平成19年度 財政融資資金 4,600,000 大井川広域水道企業団出資 令和19年度 3,391,374
平成19年度 財政融資資金 11,100,000 榛原港、臨港１号線 令和9年度 5,005,919
平成19年度 財政融資資金 12,000,000 柿ヶ谷地区・勝俣新戸地区・宮本地区急傾斜地 令和9年度 5,411,804
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平成19年度 ハイナン農業協同組合 361,200,000

大沢保育園、静波・静波西保育園、坂口谷川、地頭
方漁港、静波勝間田線、遠渡坂扇沢線、江湖田1号
線、細江山の手2号幹線、地代鬼女新田線、大寄本
線、山の手幹線、細江１号幹線、天の川大江線、静
波１号幹線

令和4年度 60,200,000

平成19年度 ハイナン農業協同組合 215,800,000
相良小学校体育館・川崎小学校体育館・地頭方小
学校体育館・相良中学校技術棟耐震

令和4年度 35,964,000

平成19年度 ハイナン農業協同組合 29,700,000 榛原金谷線、相良浜岡線 令和4年度 4,948,000
平成19年度 旧公営企業金融公庫 3,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和17年度 2,688,628
平成20年度 ハイナン農業協同組合 138,900,000 須々木大溝線、象ケ谷追廻線、堺川、辻川 令和4年度 23,148,000

平成20年度 ハイナン農業協同組合 172,900,000
萩間小学校体育館・勝間田小学校体育館・坂部小
学校体育館耐震化

令和4年度 28,816,000

平成20年度 静岡県市町村振興協会 14,600,000
宮代農道、片浜口原地区区画整理、坂部谷田排水
路、大沼池

令和5年度 3,650,006

平成20年度 静岡県市町村振興協会 16,200,000 消防ポンプ車 令和5年度 4,050,000
平成20年度 静岡県市町村振興協会 13,900,000 消防ポンプ車 令和5年度 3,475,012
平成20年度 静岡県市町村振興協会 4,100,000 切山智生寺治山 令和5年度 1,025,006
平成20年度 静岡県市町村振興協会 74,500,000 さざんか駐車場整備 令和5年度 18,625,012

平成20年度 旧掛川信用金庫 568,200,000
萩間保育園、菅山保育園、大沢保育園、地頭方保
育園、静波保育園、勝間田保育園、細江保育園、
牧之原保育園、坂部保育園

令和5年度 142,050,000

平成20年度 旧掛川信用金庫 114,500,000
江湖田１号線、静波勝間田線、遠渡坂扇沢線、並
木山脇線、静波中通線歩道、象ケ谷追廻線、辻
川、堺川、静波１号幹線、相良浜岡線、榛原金谷線

令和5年度 28,620,000

平成20年度 財政融資資金 466,700,000 臨時財政対策債 令和10年度 229,532,822
平成20年度 財政融資資金 2,400,000 大井川広域水道企業団出資 令和20年度 1,848,967
平成20年度 財政融資資金 14,400,000 榛原港、臨港１号線 令和10年度 7,323,487
平成20年度 財政融資資金 13,100,000 勝俣新戸地区・宮本地区・大沼地区急傾斜地 令和10年度 6,662,339
平成20年度 財政融資資金 3,000,000 橋向急傾斜地 令和10年度 1,525,727
平成20年度 ハイナン農業協同組合 35,200,000 坂口谷川南部湛水防除、地頭方漁港嵩上 令和5年度 8,796,000
平成20年度 ハイナン農業協同組合 68,800,000 同報無線統合、耐震性貯水槽 令和5年度 17,196,000
平成20年度 ハイナン農業協同組合 60,000,000 大沢保育園建設 令和5年度 15,000,000
平成20年度 旧地方公営企業等金融機構 2,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和18年度 1,489,453
平成20年度 旧地方公営企業等金融機構 3,700,000 旗沢橋架替 令和5年度 988,102

平成21年度 ハイナン農業協同組合 96,900,000
相良幼稚園、相良中学校格技場・榛原中学校武道
場耐震化

令和5年度 24,222,000

平成21年度 旧掛川信用金庫 280,400,000 地代鬼女新田線、山の手幹線、細江１号幹線 令和5年度 70,098,000
平成21年度 財政融資資金 724,300,000 臨時財政対策債 令和11年度 378,457,846
平成21年度 静岡県市町村振興協会 5,600,000 東慶林公園 令和6年度 1,866,672
平成21年度 静岡県市町村振興協会 9,500,000 切山大旗地区農地 令和6年度 3,166,672
平成21年度 静岡県市町村振興協会 1,200,000 片浜口原地区区画整理 令和6年度 400,000
平成21年度 静岡県市町村振興協会 2,400,000 坂部谷田排水路 令和6年度 800,000
平成21年度 ハイナン農業協同組合 394,200,000 勝間田保育園耐震、細江保育園建設 令和6年度 131,400,000
平成21年度 ハイナン農業協同組合 31,700,000 坂口谷川南部、地頭方漁港 令和6年度 10,560,000

平成21年度 ハイナン農業協同組合 58,400,000
並木山脇線、静波中通線歩道、象ケ谷追廻線、静
波1号幹線、辻川、堺川

令和6年度 19,464,000

平成21年度 ハイナン農業協同組合 4,200,000 大井川広域水道企業団出資 令和6年度 1,400,000
平成21年度 ハイナン農業協同組合 7,700,000 旗沢橋、東名跨道橋 令和6年度 2,560,000
平成21年度 財政融資資金 18,400,000 榛原港 令和11年度 10,397,789
平成21年度 財政融資資金 1,100,000 大沼地区急傾斜地 令和11年度 621,606

平成22年度 ハイナン農業協同組合 17,500,000
榛原中学校技術棟・萩間小学校給食棟・地頭方小
学校給食棟・榛原中学校技術棟補強

令和6年度 5,832,000

平成22年度 ハイナン農業協同組合 202,200,000
壱丁田北線・大倉壱丁田線、山の手幹線、細江１
号幹線

令和6年度 67,400,000

平成22年度 地方公共団体金融機構 19,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和22年度 15,916,348

平成22年度 旧焼津信用金庫 128,000,000
並木山脇線、静波中通線歩道、西原２号線、山の
手幹線

令和7年度 53,330,000

平成22年度 旧焼津信用金庫 79,000,000 坂部保育園建設 令和7年度 32,920,000
平成22年度 旧焼津信用金庫 57,800,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 令和7年度 24,080,000
平成22年度 財政融資資金 5,400,000 榛原港 令和12年度 3,341,158
平成22年度 財政融資資金 7,900,000 大沼地区・谷川地区急傾斜地 令和12年度 4,887,990
平成22年度 財政融資資金 700,000,000 臨時財政対策債 令和12年度 427,476,494
平成23年度 旧島田信用金庫 22,400,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 令和7年度 9,330,000
平成23年度 旧焼津信用金庫 123,600,000 坂部保育園建設 令和7年度 51,500,000
平成23年度 静岡県市町村振興協会 8,400,000 消防ポンプ車 令和5年度 2,520,000

平成23年度 静岡県都市自治振興協会 12,600,000
坂口谷川南部、榛原第二排水機場、榛原文化セン
ター耐震

令和5年度 3,780,000

平成23年度 地方公共団体金融機構 27,800,000 大井川広域水道企業団出資 令和23年度 24,144,745
平成23年度 財政融資資金 700,000,000 臨時財政対策債 令和13年度 466,375,560
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平成23年度 ハイナン農業協同組合 244,800,000
八ッ枝毛ヶ谷線、静波65号線、壱丁田北線・大倉壱
丁田線、東萩間西原線、江湖田１号線、須々木56
号線、蛭ヶ谷大橋・宮本橋、堺川、山の手幹線

令和8年度 122,400,000

平成23年度 ハイナン農業協同組合 347,200,000 相良消防署建設 令和8年度 170,592,000
平成23年度 静岡銀行 18,300,000 細江１号幹線 令和3年度 2,286,000
平成23年度 財政融資資金 22,400,000 畑総２期 令和8年度 11,535,062
平成23年度 財政融資資金 5,000,000 大沼地区・谷川地区急傾斜地 令和18年度 3,784,792
平成23年度 財政融資資金 4,000,000 榛原港 令和13年度 2,680,134
平成23年度 財政融資資金 2,900,000 災害復旧事業 令和3年度 370,147
平成23年度 財政融資資金 500,000 災害復旧事業 令和3年度 63,818
平成24年度 静岡銀行 29,500,000 細江１号幹線 令和3年度 3,686,000
平成24年度 静岡銀行 16,700,000 地域防災無線整備 令和3年度 2,086,000

平成24年度 静岡県市町村振興協会 673,900,000
相良消防庁舎建設、救助工作車、化学消防車、救
急車、消防広域化無線デジタル化

令和9年度 393,108,340

平成24年度 静岡県都市自治振興協会 16,500,000 消防ポンプ車 令和6年度 6,600,000
平成24年度 静岡県都市自治振興協会 5,800,000 勝間大沼地区 令和6年度 2,320,000

平成24年度 静岡県都市自治振興協会 142,300,000
榛原第二排水機場、耐震性貯水槽、榛原文化セン
ター耐震

令和6年度 56,920,000

平成24年度 財政融資資金 7,900,000 畑総２期 令和9年度 4,688,639
平成24年度 財政融資資金 14,400,000 大沼地区・谷川地区・内山地区急傾斜地 令和19年度 11,451,806
平成24年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和14年度 1,952,834

平成24年度 財政融資資金 29,900,000
地域用水吉田榛原地区、畑総２期、榛原第二排水
機場、高山用水堰

令和9年度 17,745,611

平成24年度 財政融資資金 1,700,000 災害復旧事業 令和4年度 430,108
平成24年度 財政融資資金 700,000 災害復旧事業 令和4年度 177,104
平成24年度 財政融資資金 950,000,000 臨時財政対策債 令和14年度 680,560,017

平成24年度 旧焼津信用金庫 194,400,000
八ッ枝毛ヶ谷線、切山大沢原線、壱丁田北線・大倉
壱丁田線、東萩間西原線、江湖田１号線、須々木
56号線、大原朝比奈線、堺川、辻川、権九川樋門

令和9年度 113,400,000

平成24年度 旧焼津信用金庫 9,300,000 地域防災無線整備 令和4年度 2,324,000
平成24年度 旧焼津信用金庫 41,200,000 静波体育館耐震 令和4年度 10,300,000
平成24年度 地方公共団体金融機構 45,900,000 大井川広域水道企業団出資 令和24年度 41,199,130
平成25年度 財政融資資金 57,000,000 東萩間西原線、大原朝比奈線 令和10年度 38,528,529
平成25年度 財政融資資金 60,000,000 細江小学校耐震 令和20年度 50,231,826
平成25年度 ハイナン農業協同組合 6,300,000 須々木大溝線、須々木49号線 令和5年度 2,358,000
平成25年度 静岡県市町村振興協会 353,700,000 地域防災無線整備事業 令和10年度 235,800,000
平成25年度 静岡県市町村振興協会 400,000 消防広域化無線デジタル化 令和7年度 200,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 30,800,000 消防支援車、資材運搬車 令和7年度 15,400,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 35,200,000 消防本部車、消防ポンプ車 令和7年度 17,600,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 2,100,000 消防総合情報システム 令和7年度 700,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 800,000 榛原菊川線 令和7年度 400,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 1,800,000 榛原中学校校舎改修 令和7年度 900,000
平成25年度 財政融資資金 1,700,000 三亀ヶ谷地区ため池・坂下池 令和10年度 1,149,096
平成25年度 財政融資資金 9,300,000 災害復旧事業 令和5年度 3,522,386
平成25年度 財政融資資金 5,700,000 畑総２期、高山用水地区、坂下池 令和10年度 3,852,852
平成25年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和15年度 2,105,264
平成25年度 財政融資資金 5,900,000 谷川地区急傾斜地 令和20年度 4,939,463
平成25年度 財政融資資金 800,000,000 臨時財政対策債 令和15年度 619,027,898
平成25年度 ハイナン農業協同組合 6,800,000 片浜原地区区画整理 令和5年度 2,550,000
平成25年度 ハイナン農業協同組合 2,400,000 榛原第二排水機場 令和5年度 900,000

平成25年度 ハイナン農業協同組合 184,100,000
壱丁田北線・大倉壱丁田線、東萩間西原線、八ッ
枝毛ヶ谷線、坂部細江線、須々木56号線、大原朝
比奈線、波津28号線、辻川

令和10年度 122,720,000

平成25年度 ハイナン農業協同組合 4,300,000 防災公園 令和5年度 1,608,000
平成25年度 静岡銀行 18,000,000 静波西保育園取壊し 令和5年度 6,750,000
平成26年度 財政融資資金 20,600,000 橋りょう長寿命化、橋りょう耐震補強 令和11年度 15,565,146
平成26年度 財政融資資金 174,000,000 津波避難タワー 令和16年度 144,984,727
平成26年度 静岡銀行 42,700,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 令和6年度 21,344,000
平成26年度 静岡銀行 86,400,000 津波避難タワー 令和11年度 64,800,000
平成26年度 静岡県市町村振興協会 332,000,000 航空機格納庫 令和11年度 249,000,002
平成26年度 静岡県市町村振興協会 100,100,000 消防無線デジタル化 令和11年度 74,775,004
平成26年度 静岡県都市自治振興協会 3,100,000 菊川榛原線、吉田大東線 令和8年度 1,860,000
平成26年度 静岡県都市自治振興協会 26,700,000 消防ポンプ車 令和8年度 16,020,000
平成26年度 静岡県都市自治振興協会 72,900,000 高規格救急車、消防ポンプ自動車 令和8年度 43,740,000
平成26年度 静岡県市町村職員共済組合 37,600,000 地頭方出張所 令和6年度 18,800,000
平成26年度 財政融資資金 3,800,000 三亀ヶ谷池、高山用水地区、坂下池 令和11年度 2,871,240
平成26年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和16年度 2,246,533
平成26年度 財政融資資金 1,300,000 三亀ヶ谷池 令和11年度 982,266
平成26年度 財政融資資金 4,400,000 災害復旧事業 令和6年度 2,208,796
平成26年度 財政融資資金 2,200,000 災害復旧事業 令和6年度 1,104,397
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平成26年度 財政融資資金 300,000,000 臨時財政対策債 令和16年度 248,528,765

平成26年度 旧焼津信用金庫 5,600,000
萩間・勝間田・坂部小学校自家発電施設、い～ら避
難誘導看板

令和6年度 2,800,000

平成26年度 旧焼津信用金庫 1,300,000 智生寺地区治山 令和6年度 648,000
平成26年度 静岡銀行 29,300,000 災害時救護所、聖苑負担金 令和6年度 14,648,000

平成26年度 静岡銀行 257,600,000

道路ストック補修３路線、壱丁田北線・大倉壱丁田
線、東萩間西原線、八ッ枝毛ヶ谷線、須々木大溝
線、橋りょう長寿命化事業、橋りょう耐震補強事業、
辻川、権九川樋門、榛原公園バイオトイレ設置、小
堤山・波津・細江ソーラー照明灯設置

令和11年度 193,194,000

平成26年度 静岡銀行 115,400,000
津波避難タワー、いのち山、津波避難ビル、防災倉
庫

令和11年度 86,544,000

平成27年度 財政融資資金 30,800,000 萩間東西線、大原朝比奈線 令和12年度 25,692,291
平成27年度 財政融資資金 51,200,000 津波避難タワー、金毘羅山防災公園 令和17年度 45,266,387

平成27年度 旧島田信用金庫 176,100,000
萩間東西線、大原朝比奈線、壱丁田北線・大倉壱
丁田線、橋りょう長寿命化、港橋耐震

令和7年度 110,060,000

平成27年度 旧島田信用金庫 167,400,000
津波避難タワー、いのち山、津波避難ビル、金毘羅
山防災公園、津波避難路

令和7年度 104,620,000

平成27年度 財政融資資金 2,100,000
高山用水地区、西川用水地区、薬師池、谷川・東山
谷

令和12年度 1,751,748

平成27年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和17年度 2,384,729
平成27年度 財政融資資金 29,700,000 相良中学校体育館・格技場吊天井撤去 令和22年度 27,080,209
平成27年度 財政融資資金 300,000,000 臨時財政対策債 令和17年度 264,969,948
平成27年度 地方公共団体金融機構 247,900,000 地頭方出張所、消防無線デジタル化 令和12年度 206,789,589
平成27年度 旧島田信用金庫 2,400,000 智生寺地区治山、中西地区・静谷地区急傾斜地 令和7年度 1,500,000
平成27年度 旧島田信用金庫 4,300,000 大寄口原地区、地頭方漁港防潮堤嵩上 令和7年度 2,680,000
平成27年度 旧島田信用金庫 372,200,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 令和7年度 232,620,000

平成27年度 旧島田信用金庫 268,100,000

道路ストック補修、東萩間西原線、須々木大溝線、
須々木49号線、八ツ枝毛ヶ谷線、坂部34号線、吉
田大東線、菊川榛原線、辻川、鳴沢川、津波避難
路

令和7年度 167,560,000

平成27年度 旧島田信用金庫 88,000,000
津波避難タワー、いのち山、細江地区防災公園、金
比羅山防災公園

令和7年度 55,000,000

平成27年度 旧島田信用金庫 72,400,000 小学校自家発電施設整備、榛原中学校校舎改修 令和7年度 45,250,000
平成27年度 静岡県市町村職員共済組合 19,500,000 ソーラー照明灯設置事業、防災倉庫 令和7年度 12,192,000
平成27年度 地方公共団体金融機構 3,218,217 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和5年度 1,311,056
平成27年度 地方公共団体金融機構 156,277 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和5年度 63,665
平成27年度 地方公共団体金融機構 828,496 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和6年度 392,532
平成27年度 地方公共団体金融機構 18,190,981 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和7年度 9,570,083
平成27年度 地方公共団体金融機構 31,733,052 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和8年度 18,166,381
平成27年度 地方公共団体金融機構 716,120 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和17年度 564,091
平成27年度 財政融資資金 12,366,133 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和9年度 7,420,279
平成27年度 財政融資資金 574,746 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和9年度 350,184
平成27年度 財政融資資金 8,103,869 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和10年度 5,232,314
平成27年度 財政融資資金 1,178,337 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和10年度 755,530
平成27年度 財政融資資金 749,610 静岡県大井川広域水道企業団出資【承継】 令和20年度 614,499
平成28年度 財政融資資金 164,300,000 津波避難タワー、津波避難路 令和18年度 154,865,333
平成28年度 財政融資資金 18,500,000 細江小学校体育館吊天井撤去 令和23年度 17,702,448
平成28年度 財政融資資金 8,700,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策 令和3年度 2,175,326
平成28年度 ハイナン農業協同組合 4,900,000 地頭方漁港防潮堤嵩上 令和8年度 3,672,000

平成28年度 旧焼津信用金庫 76,500,000
道路ストック補修、須々木大溝線、坂部34号線、津
波避難路

令和8年度 57,372,000

平成28年度 旧焼津信用金庫 83,300,000 津波避難タワー、大江防災公園 令和8年度 62,472,000
平成28年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和18年度 2,544,956
平成28年度 財政融資資金 12,100,000 道路ストック補修 令和13年度 11,102,716
平成28年度 財政融資資金 550,000,000 臨時財政対策債 令和18年度 517,724,642
平成28年度 地方公共団体金融機構 225,300,000 光ファイバ網整備 令和8年度 168,991,896

平成28年度 旧島田信用金庫 119,800,000
津波避難タワー、相良防災公園、いのち山、細江防
災公園、防災倉庫８カ所

令和8年度 89,844,000

平成28年度 旧島田信用金庫 176,800,000
榛原中学校校舎改修、相良幼稚園認定こども園建
設、片浜地区スクールバス

令和8年度 132,600,000

平成28年度 ハイナン農業協同組合 4,600,000 智生寺治山、中西地区・静谷西海戸地区急傾斜地 令和8年度 3,444,000
平成28年度 ハイナン農業協同組合 8,800,000 西川用水地区 令和8年度 6,600,000

平成28年度 旧焼津信用金庫 380,200,000

道路ストック補修、壱丁田北線・大倉壱丁田線、東
萩間西原線、須々木大溝線、八ツ枝毛ヶ谷線、相
良１号線 歩道設置、坂口74号線ほか、坂部１号
線、菊川榛原線、ソーラー照明灯設置１基、津波避
難路、相良牧之原ＩＣ北側地域排水路等整備、布引
原23号線排水路等整備

令和8年度 285,144,000

平成28年度 静岡銀行 16,000,000 男神地区ほ場整備、地頭方漁港防潮堤嵩上 令和8年度 12,000,000
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平成28年度 静岡銀行 24,100,000
細江小学校放課後児童クラブ建築、旧細江保育園
取壊し

令和8年度 18,072,000

平成28年度 静岡県市町村職員共済組合 4,300,000
榛原中学校自家発電施設整備、相良中学校空調
設備整備

令和8年度 3,228,000

平成28年度 静岡県都市自治振興協会 12,800,000 消防ポンプ車 令和10年度 10,240,000
平成29年度 財政融資資金 61,500,000 三亀ヶ谷池、薬師池、西ヶ谷池 令和14年度 61,500,000
平成29年度 財政融資資金 24,200,000 相良中校舎空調設備整備 令和9年度 21,176,059

平成29年度 ハイナン農業協同組合 175,800,000
大倉壱丁田線、須々木大溝線、津波避難タワー、
いのち山、防災倉庫、相良中校舎空調設備整備

令和9年度 153,818,000

平成29年度 財政融資資金 15,300,000
中・庄内排水機場、西川用水地区、東ヶ谷池、菅山
地区ため池

令和14年度 15,300,000

平成29年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和19年度 2,700,000
平成29年度 財政融資資金 4,500,000 谷川池、西ヶ谷池地区 令和14年度 4,500,000
平成29年度 財政融資資金 11,400,000 災害復旧事業 令和9年度 9,975,499
平成29年度 財政融資資金 350,000,000 臨時財政対策債 令和19年度 350,000,000
平成29年度 地方公共団体金融機構 150,000,000 地域振興基金造成 令和9年度 131,256,562
平成29年度 静岡県都市自治振興協会 3,500,000 消防団可搬ポンプ、地頭方北詰所 令和11年度 3,150,000
平成29年度 静岡県都市自治振興協会 10,900,000 指揮連絡車、資機材運送車 令和11年度 9,810,000
平成29年度 ハイナン農業協同組合 24,300,000 男神地区ほ場整備、地頭方漁港防潮堤嵩上 令和9年度 21,252,000
平成29年度 ハイナン農業協同組合 219,200,000 大倉壱丁田線、東萩間西原線、須々木大溝線 令和9年度 191,800,000

平成29年度 ハイナン農業協同組合 247,500,000

道路ストック補修、落橋防止対策、坂口74号線、三
亀ヶ谷堂村線、坂部細江線、坂部１号線、菊川榛原
線、静波１号幹線、相良牧之原ＩＣ北側排水路、ふ
るさと体験の森公園、細江１号幹線

令和9年度 213,934,000

平成29年度 ハイナン農業協同組合 74,900,000
坂部保育園非常用電源設置、津波避難路、津波避
難タワー、ソーラー照明灯

令和9年度 65,534,000

平成29年度 ハイナン農業協同組合 64,600,000

総合健康福祉センター大規模改修、旧片浜小学校
利活用、市営住宅解体、榛原文化センターホール
棟解体、勝間田小学校校舎改修、坂部小学校校舎
改修

令和9年度 56,518,000

平成29年度 ハイナン農業協同組合 230,000,000 地域振興基金造成 令和9年度 201,250,000
平成29年度 静岡銀行 2,800,000 中西地区急傾斜地 令和9年度 2,450,000
平成29年度 静岡銀行 5,600,000 行政無線デジタル化 令和9年度 4,900,000
平成30年度 財政融資資金 17,300,000 災害復旧事業 令和10年度 17,300,000
平成30年度 財政融資資金 12,100,000 須々木大溝線、白井本線法面 令和15年度 12,100,000
平成30年度 財政融資資金 26,700,000 津波避難路、ソーラー照明灯 令和15年度 26,700,000

平成30年度 静岡銀行 264,300,000
男神地区ほ場整備、大倉壱丁田線、須々木大溝
線、津波避難路、細江１号幹線、津波避難タワー、
ソーラー照明灯

令和10年度 264,300,000

平成30年度 財政融資資金 1,100,000 萩間川地区ため池 令和15年度 1,100,000

平成30年度 財政融資資金 7,500,000
広域農道榛南２期、菅山地区ため池、勝間田川地
区ため池

令和15年度 7,500,000

平成30年度 財政融資資金 38,800,000 災害復旧事業 令和10年度 38,800,000
平成30年度 財政融資資金 400,000 災害復旧事業 令和10年度 400,000
平成30年度 財政融資資金 900,000 災害復旧事業 令和10年度 900,000
平成30年度 財政融資資金 600,000,000 臨時財政対策債 令和20年度 600,000,000

平成30年度 静岡銀行 453,200,000

総合健康福祉センター大規模改修、老人会館解
体、市営住宅解体、榛原文化センターホール棟解
体、勝間田小学校校舎改修、坂部小学校校舎改
修、川崎小学校校舎改修、小学校空調設備整備

令和10年度 453,200,000

平成30年度 静岡銀行 152,400,000

あおぞら保育園自家発電施設整備、男神地区ほ場
整備、中・庄内排水機場、地頭方漁港防潮堤嵩上、
須々木大溝線、津波避難路、権九川改修、辻川改
修、榛原港、耐震性防火水槽

令和10年度 152,400,000

平成30年度 静岡銀行 375,800,000

坂部１号線、道路ストック補修、落橋防止対策、大
倉壱丁田線、八ツ枝毛ヶ谷線、坂部細江線、坂口
74号線、三亀ヶ谷堂村線、静波1号幹線、布引原25
号線排水路、ふるさと体験の森公園

令和10年度 375,800,000

平成30年度 旧島田信用金庫 72,600,000
坂部消防館、坂部振興センター解体、地頭方北詰
所、地頭方詰所

令和10年度 72,600,000

平成30年度 ハイナン農業協同組合 5,200,000 広域農道榛南２期、勝間田川地区ため池 令和10年度 5,200,000
平成30年度 静岡県市町村職員共済組合 13,700,000 相寿園空調設備整備負担金 令和10年度 13,700,000
平成30年度 静岡県市町村職員共済組合 380,000,000 地域振興基金造成 令和10年度 380,000,000
平成30年度 静岡県都市自治振興協会 209,700,000 行政無線デジタル化 令和12年度 209,700,000
平成30年度 静岡県都市自治振興協会 9,900,000 資機材運送車、高規格救急自動車 令和12年度 9,900,000

令和元年度 財政融資資金 69,300,000
大井川用水(二期)地区、西川用水地区、広域農道
榛南２期、東ヶ谷池、菅山地区ため池、西ヶ谷池地
区、勝間田川地区ため池

令和16年度 69,300,000

令和元年度 財政融資資金 15,000,000 白井本線法面 令和16年度 15,000,000
令和元年度 財政融資資金 72,600,000 小学校空調設備整備 令和11年度 72,600,000
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令和元年度 スルガ銀行 106,200,000
大倉壱丁田線、須々木大溝線、津波避難路、八ツ
枝毛ケ谷線、地頭方詰所

令和11年度 106,200,000

令和元年度 静岡県市町村職員共済組合 82,600,000 小学校空調設備整備 令和11年度 82,600,000

令和元年度 財政融資資金 91,100,000
国営水利事業、西川用水地区、坂部・坂口地区、静
波地区、広域農道榛南２期、津波高潮防災ステー
ション改修、地頭方漁港防潮堤嵩上

令和16年度 91,100,000

令和元年度 財政融資資金 600,000,000 臨時財政対策債 令和21年度 600,000,000
令和元年度 地方公共団体金融機構 12,600,000 辻川改修 令和16年度 12,600,000

令和元年度 島田掛川信用金庫 205,300,000

市営住宅解体、消防団詰所解体、マイクロバス購
入、勝間田保育園改修、坂部・坂口地区、男神地区
ほ場整備、中・庄内排水機場、勝間田川地区ため
池、静波海岸マリンスポーツステｰション、布引原25
号線排水路、川崎小学校校舎改修、細江小学校校
舎改修

令和11年度 205,300,000

令和元年度 島田掛川信用金庫 293,600,000
坂部１号線、道路ストック補修、落橋防止対策、八
ツ枝毛ヶ谷線、坂部細江線、並木外之久保線、静
波1号幹線、榛原港、ふるさと体験の森公園

令和11年度 293,600,000

令和元年度 島田掛川信用金庫 149,500,000

須々木大溝線、沢垂川改修、権九川改修、耐震性
防火水槽、ソーラー照明灯、相良地区放射線防護
施設、指揮連絡車、指揮車、地頭方消防館、消防
ポンプ車

令和11年度 149,500,000

令和元年度 静岡県市町村職員共済組合 380,000,000 地域振興基金造成 令和11年度 380,000,000
令和元年度 静岡県市町村職員共済組合 29,000,000 老人会館解体 令和11年度 29,000,000
令和元年度 静岡県都市自治振興協会 243,900,000 行政無線デジタル化 令和13年度 243,900,000

令和2年度 財政融資資金 27,300,000
東ヶ谷池地区ため池、菅山地区ため池、西ヶ谷池
地区ため池、勝間田川地区ため池、萩間川地区た
め池、坂口谷川地区ため池、広域農道榛南２期

令和17年度 27,300,000

令和2年度 財政融資資金 63,300,000 災害復旧事業 令和12年度 63,300,000
令和2年度 財政融資資金 51,400,000 災害復旧事業 令和12年度 51,400,000
令和2年度 財政融資資金 80,200,000 小中学校通信ネットワーク等構築 令和12年度 80,200,000
令和2年度 静岡県市町村職員共済組合 60,000,000 図書交流館整備 令和12年度 60,000,000

令和2年度 ハイナン農業協同組合 175,800,000
道路ストック補修、須々木大溝線、沢垂川改修、相
良地区放射線防護施設

令和12年度 175,800,000

令和2年度 静岡県市町村振興協会 525,000,000 ウェイブプール 令和17年度 525,000,000
令和2年度 静岡県市町村職員共済組合 190,000,000 地域振興基金造成 令和12年度 190,000,000

令和2年度 ハイナン農業協同組合 115,800,000
市営住宅解体、中・庄内排水機場、細江小学校校
舎改修

令和12年度 115,800,000

令和2年度 ハイナン農業協同組合 190,000,000

坂部１号線、八ツ枝毛ヶ谷線、坂部細江線、並木外
之久保線、静波1号幹線、東萩間１号線流末排水
路、権九川改修、ふるさと体験の森公園、鳴沢川浚
渫、橋柄川浚渫

令和12年度 190,000,000

令和2年度 島田掛川信用金庫 196,700,000 相良地区放射線防護施設 令和12年度 196,700,000

令和2年度 島田掛川信用金庫 206,600,000
小型動力ポンプ付水槽車、救助工作車、坂部詰所
解体、地頭方消防館

令和12年度 206,600,000

令和2年度 静岡県都市自治振興協会 123,600,000 行政無線デジタル化 令和14年度 123,600,000
令和2年度 地方公共団体金融機構 75,100,000 辻川改修、沢垂川改修 令和17年度 75,100,000
令和2年度 地方公共団体金融機構 356,900,000 減収補填債 令和22年度 356,900,000
令和2年度 地方公共団体金融機構 24,208,000 臨時財政対策債 令和22年度 24,208,000

令和2年度 財政融資資金 32,700,000
西川用水地区、坂部・坂口地区、静波原地区、朝生
原地区、広域農道榛南２期、津波高潮防災ステー
ション改修、地頭方漁港防潮堤嵩上

令和17年度 32,700,000

令和2年度 財政融資資金 3,000,000 静波原地区 令和17年度 3,000,000

令和2年度 財政融資資金 4,100,000
勝間田川地区ため池、萩間川地区ため池、坂口谷
川地区ため池

令和17年度 4,100,000

令和2年度 財政融資資金 1,500,000 災害復旧事業 令和12年度 1,500,000
令和2年度 財政融資資金 43,100,000 減収補填債 令和22年度 43,100,000
令和2年度 財政融資資金 849,292,000 臨時財政対策債 令和22年度 849,292,000
令和2年度 財政融資資金 124,200,000 道路ストック補修、道路メンテナンス 令和3年度 124,200,000

令和2年度 財政融資資金 15,000,000
東ヶ谷池地区ため池、菅山地区ため池、勝間田川
地区ため池、萩間川地区ため池、坂口谷川地区た
め池

令和3年度 15,000,000

令和2年度 財政融資資金 11,400,000 災害復旧事業 令和3年度 11,400,000
合計 21,377,117,283


