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牧之原市一般会計市債残高一覧表（令和３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３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 353,234
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 134,871
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 792,014
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 2,055,464
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 368,543
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 1,002,639
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 369,393
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 135,779
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 1,838,600
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 1,505,383
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 1,201,879
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 1,484,171
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 5,015,862
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 2,775,444
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 953,014
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 4,113,306
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 5,207,455
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 4,834,922
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 6,072,630
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 6,282,756
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 5,617,976
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 5,448,592
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 11,620,489
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 9,877,385
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 14,776,655
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 12,371,023
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 14,907,367
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 10,970,927
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 10,051,576
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 8,298,398
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 8,981,558
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 10,776,046
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 8,609,668
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 18,185,542
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 3,020,114
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 16,813,882
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 8,837,058
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 6,248,749
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 5,554,171
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 7,855,363
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 352,773
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 3,005,957
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 16,299,647
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 4,806,108
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 5,659,814
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 615,474
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 3,226,577
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 2,963,014
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 16,121,743
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 5,425,938
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 13,470,000
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 4,535,101
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 3,832,451
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 71,610,447
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 5,802,527
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 4,305,786
平成15年度 財政融資資金 4,700,000 相良港 令和5年度 625,663
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 718,848
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 7,991,000
平成15年度 静岡県 34,900,000 平城橋、旭ヶ谷橋 令和5年度 4,662,000
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 3,706,171
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 5,526,813
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 4,087,773
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 64,817,857
平成15年度 財政融資資金 6,700,000 榛原港 令和5年度 891,903
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 1,517,566
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 4,832,000
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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 3,854,217
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 4,129,132
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 9,192,465
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 76,195,324
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 5,444,000
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 2,504,000
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 3,620,884
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 3,954,661
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 7,126,258
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 73,983,519
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 3,947,513
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 3,302,622
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 24,938,841
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 155,924,157
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 51,041,837
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 5,536,685
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 7,106,823
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 4,103,184

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 20,548,000

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 4,283,198
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 1,132,505
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 938,783
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 24,853,337
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 171,045,767
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 8,662,368
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 6,545,339
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 3,051,920

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 3,970,779

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 19,970,000
平成19年度 静岡県 9,900,000 旗沢橋 令和9年度 3,960,000

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 1,683,348

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 641,674
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 525,000
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 183,824,151
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 3,224,873
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 4,330,711
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 4,681,850

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 30,100,000

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 17,982,000

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 2,474,000
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 2,535,525
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 11,574,000

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 14,408,000

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 2,433,340

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 2,700,000
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 2,316,680
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 683,340
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 12,416,680

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 94,700,000

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 19,080,000

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 200,851,261
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 1,763,462
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 6,464,427
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 5,880,832
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 1,346,756
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 5,864,000
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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 11,464,000
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 10,000,000
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 1,410,230
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 663,644

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 16,148,000

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 46,732,000
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 333,936,733
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 1,400,006
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 2,375,006
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 300,000
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 600,000
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 98,550,000
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 7,920,000

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 14,598,000

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 1,050,000
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 1,920,000
平成21年度 財政融資資金 18,400,000 榛原港 令和11年度 9,319,149
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 557,123

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 4,374,000

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 50,550,000

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 15,261,936

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 42,664,000

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 26,336,000
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 19,264,000
平成22年度 財政融資資金 5,400,000 榛原港 令和12年度 3,029,060
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 4,431,402
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 384,805,742
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 7,464,000
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 41,200,000
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 1,680,000

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 2,520,000

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 23,189,254
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 426,060,581

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 102,000,000

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 142,160,000
平成23年度 財政融資資金 22,400,000 畑総２期 令和8年度 9,660,174
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 3,572,183
平成23年度 財政融資資金 4,000,000 榛原港 令和13年度 2,450,798

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 336,950,008

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 4,950,000
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 1,740,000

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 42,690,000

平成24年度 財政融資資金 7,900,000 畑総２期 令和9年度 4,032,793
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 10,840,707
平成24年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和14年度 1,798,876

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 15,263,357

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 215,484
平成24年度 財政融資資金 700,000 災害復旧事業 令和4年度 88,729
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 625,696,701

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 97,200,000

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 1,162,000
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 5,150,000
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 39,587,941
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 33,829,424
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 47,715,862
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 1,572,000
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 206,325,000
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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 160,000
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 12,320,000
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 14,080,000
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 560,000
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 320,000
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 720,000
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 1,008,947
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 2,352,946
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 3,382,941
平成25年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和15年度 1,952,834
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 4,692,059
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 573,103,173
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 1,700,000
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 600,000

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 107,380,000

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 1,072,000
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 4,500,000
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 13,870,030
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 135,157,498
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 16,008,000
平成26年度 静岡銀行 86,400,000 津波避難タワー 令和11年度 57,600,000
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 221,333,336
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 66,466,672
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 1,550,000
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 13,350,000
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 36,450,000
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 14,100,000
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 2,558,548
平成26年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和16年度 2,093,253
平成26年度 財政融資資金 1,300,000 三亀ヶ谷池 令和11年度 875,293
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 1,658,251
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 829,125
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 231,234,110

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 2,100,000

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 486,000
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 10,986,000

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 171,728,000

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 76,928,000

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 23,134,605
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 42,290,672

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 88,048,000

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 83,696,000

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 1,577,360

平成27年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和17年度 2,226,857
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 25,764,411
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 247,428,638
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 186,203,538
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 1,200,000
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 2,144,000
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 186,096,000

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 134,048,000

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 44,000,000

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 36,200,000
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 9,756,000
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 888,898
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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 43,165
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 298,239
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 7,735,190
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 15,287,263
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 531,732
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 6,355,220
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 302,806
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 4,622,914
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 666,588
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 585,826
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 145,402,341
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 16,900,903
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 3,060,000

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 47,810,000

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 52,060,000
平成28年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和18年度 2,389,447
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 10,103,436
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 485,439,601
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 140,833,620

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 74,870,000

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 110,500,000

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 2,870,000
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 5,500,000

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 237,620,000

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 10,000,000

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 15,060,000

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 2,692,000

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 8,960,000
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 56,431,159
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 18,151,815

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 131,844,000

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 14,029,902

平成29年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和19年度 2,544,956
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 4,126,442
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 8,550,855
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 329,428,231
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 112,511,249
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 2,800,000
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 8,720,000
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 18,216,000
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 164,400,000

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 183,372,000

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 56,172,000

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 48,444,000

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 172,500,000
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 2,100,000
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 4,200,000
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 15,138,256
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
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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 231,252,000

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 33,950,679
平成30年度 財政融資資金 400,000 災害復旧事業 令和10年度 350,007
平成30年度 財政融資資金 900,000 災害復旧事業 令和10年度 787,515
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 396,550,000

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 133,350,000

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 328,818,000

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 63,518,000

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 4,550,000
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 11,988,000
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 332,500,000
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 188,730,000
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 8,910,000

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

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
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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3年度 財政融資資金 143,800,000 道路ストック補修、道路メンテナンス 令和13年度 143,800,000

令和3年度 財政融資資金 16,400,000
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18年度 16,400,000

令和3年度 財政融資資金 15,100,000 災害復旧事業 令和13年度 15,100,000
令和3年度 静岡県市町村振興協会 10,400,000 坂部細江線 令和18年度 10,400,000
令和3年度 しずおか焼津信用金庫 251,300,000 相良地区放射線防護施設 令和13年度 251,300,000
令和3年度 地方公共団体金融機構 42,300,000 沢垂川改修 令和18年度 42,300,000

令和3年度 しずおか焼津信用金庫 243,700,000

市営住宅解体、海浜体育館解体、八ツ枝毛ヶ谷
線、坂部細江線、並木外之久保線、権九川改修、
細江塩田川浚渫、源氏川浚渫、橋柄上川浚渫、伏
方西川浚渫、西村川浚渫、鳴沢川浚渫、沢川浚
渫、新戸川浚渫、橋柄川浚渫、大倉川浚渫、須々
木川浚渫、ラムネ川浚渫、寺川浚渫、滝の川浚渫、
堀切川浚渫、遠渡詰所解体、堀野新田詰所解体、
川崎小学校校舎改修

令和13年度 243,700,000

令和3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13年度 190,000,000
令和3年度 静岡県市町村振興協会 126,000,000 相良公民館解体 令和18年度 126,000,000
令和3年度 静岡県市町村振興協会 31,000,000 坂部１号線、静波１号幹線 令和18年度 31,000,000
令和3年度 静岡県市町村職員共済組合 13,700,000 高規格救急車 令和13年度 13,700,000
令和3年度 地方公共団体金融機構 78,800,000 辻川改修、沢垂川改修 令和18年度 78,800,000
令和3年度 地方公共団体金融機構 760,003,000 臨時財政対策債 令和23年度 760,003,000
令和3年度 財政融資資金 500,000 坂部・坂口地区 令和18年度 500,000
令和3年度 財政融資資金 4,600,000 萩間川地区ため池、坂口谷川地区ため池 令和18年度 4,600,000
令和3年度 財政融資資金 7,500,000 萩間川地区ため池、坂口谷川地区ため池 令和18年度 7,500,000
令和3年度 財政融資資金 2,300,000 災害復旧事業 令和13年度 2,300,000
令和3年度 財政融資資金 671,397,000 臨時財政対策債 令和23年度 671,397,000

令和3年度 財政融資資金 70,200,000

畑総牧之原地区、坂部・坂口地区、、静波原地区、
朝生原地区、広域農道榛南２期、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、勝間田川
ファブリダム、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4年度 70,200,000

令和3年度 財政融資資金 131,900,000 道路ストック補修、道路メンテナンス 令和4年度 131,900,000
合計 21,828,516,132


