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牧之原市一般会計市債残高一覧表（平成30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
平成30年度末
借入残高（円）

平成4年度 旧公営企業金融公庫 13,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和2年度 1,727,921
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 1,325,208
平成4年度 旧公営企業金融公庫 5,000,000 大井川広域水道企業団出資 令和2年度 664,585
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 505,987
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 2,109,417
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 793,449
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 1,482,004
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 3,846,152
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 1,391,497
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 1,896,892
平成6年度 旧簡易生命保険資金 4,500,000 住宅新築資金貸付金 令和元年度 296,517
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 698,854
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 512,657
平成7年度 旧資金運用部資金 189,600,000 ハイツ地頭方建設 令和元年度 11,840,805
平成7年度 旧簡易生命保険資金 19,100,000 ハイツ地頭方建設 令和2年度 2,378,111
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 3,063,661
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 3,578,891
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 2,857,341
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 2,473,076
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 14,327,347
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 9,650,821
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 15,997,082
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 1,599,709
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 636,442
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 5,340,122
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 1,833,657
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 6,130,996
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 8,001,603
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 18,775,560
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 10,305,437
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 10,662,028
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 8,208,412
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 7,960,924
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 18,109,124
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 13,765,140
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 22,962,090
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 17,240,276
平成11年度 旧資金運用部資金 47,500,000 相良・坂井平田港 令和元年度 3,260,803
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 28,950,780
平成11年度 旧資金運用部資金 27,000,000 減税補てん債 令和元年度 1,853,510
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 15,984,270

平成11年度 静岡県 67,300,000
智生寺橋、毛ヶ谷橋、坂部小学校パソコン教室改
修

令和元年度 4,496,000

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 14,644,806

平成11年度 旧公営企業金融公庫 115,000,000
細江山の手線、静波細江本線、東慶林公民館東通
線、坂小焼山線、布引原東西４号線、中央幹線

令和元年度 8,780,146

平成11年度 旧公営企業金融公庫 12,800,000 切山地区、昆尾地区 令和元年度 977,268
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 11,085,138
平成11年度 旧資金運用部資金 38,600,000 減税補てん債 令和元年度 2,649,832
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 12,014,454
平成12年度 旧資金運用部資金 45,900,000 相良・坂井平田港 令和2年度 6,067,263
平成12年度 旧資金運用部資金 42,000,000 減税補てん債 令和2年度 5,551,743
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 15,017,514
平成12年度 旧公営企業金融公庫 17,300,000 切山地区、昆尾地区 令和2年度 2,521,099
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 12,049,792
平成12年度 財政融資資金 44,500,000 減税補てん債 令和2年度 5,882,205
平成12年度 旧島田信用金庫 153,300,000 総合健康福祉センター建設 令和2年度 18,060,000
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 23,217,981
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 4,107,466
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 21,466,746
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 11,246,887
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 11,147,730
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 9,256,714
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 25,503,194
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 8,347,184
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 7,419,353
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 9,909,346
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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 7,084,220
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 5,748,000
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 2,422,079
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 11,952,092
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 64,809,602
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 6,305,553
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 7,108,814
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 2,436,300
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 12,772,124
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 11,781,345
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 64,102,232
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 6,815,062
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 53,880,000
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 5,967,162
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 4,841,165
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 177,958,730
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 14,419,828
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 5,223,870
平成15年度 財政融資資金 4,700,000 相良港 令和5年度 1,525,321
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 1,752,499
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 19,970,000
平成15年度 静岡県 34,900,000 平城橋、旭ヶ谷橋 令和5年度 11,640,000
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 4,675,243
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 13,734,650
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 4,959,372
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 161,078,500
平成15年度 財政融資資金 6,700,000 榛原港 令和5年度 2,174,396
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 3,699,720
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 12,080,000
平成16年度 静岡県 21,200,000 緑と文化の丘公園整備 令和元年度 1,640,000
平成16年度 静岡県市町村振興協会 76,100,000 石原田２号線、片浜海岸線 令和元年度 6,341,696
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 4,766,991
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 4,939,623
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 18,329,967
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 151,935,073

平成16年度 財政融資資金 589,500,000
須々木大溝線、中原３号線、小堤向田線、川向御
天所線、天の川大江線

令和元年度 52,701,106

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 10,883,000
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 5,003,000
平成16年度 ハイナン農業協同組合 77,100,000 地域再生事業 令和元年度 6,424,000
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 4,484,519
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 4,730,907
平成16年度 財政融資資金 34,100,000 橋柄瓦礫埋立処分場建設 令和元年度 3,048,528
平成16年度 財政融資資金 87,300,000 菊川境線、山の手幹線 令和元年度 7,804,591
平成16年度 旧焼津信用金庫 12,000,000 細江１号幹線 令和元年度 1,000,000
平成16年度 旧焼津信用金庫 10,800,000 榛原金谷線 令和元年度 900,000
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 14,209,908
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 147,524,687
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 7,721,960
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 6,460,450
平成17年度 静岡県市町村振興協会 7,000,000 片浜海岸線 令和2年度 1,166,680
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 43,577,634
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 272,458,756
平成17年度 ハイナン農業協同組合 58,200,000 庁舎等改修、榛原金谷線、相良浜岡線 令和2年度 9,700,000
平成17年度 旧掛川信用金庫 17,800,000 芝木原地区区画整理、長ノ谷排水路、宮代農道 令和2年度 2,964,000
平成17年度 旧掛川信用金庫 45,900,000 細江小学校体育館改築 令和2年度 7,648,000
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 65,941,200
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 6,509,557

平成17年度 財政融資資金 267,700,000
菊川境線、須々木大溝線、中原３号線、山の手幹
線、川向御天所線、天の川大江線

令和2年度 49,170,886

平成17年度 財政融資資金 33,400,000 細江１号幹線、静波１号幹線 令和2年度 6,134,880
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 12,060,496
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 6,963,229

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 35,944,000

平成17年度 静岡県 43,600,000 緑と文化の丘公園整備、ハイツ地頭方駐車場整備 令和2年度 6,717,000
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 5,182,578
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 1,331,501
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 1,135,907
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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 8,646,261
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 10,475,006
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 39,759,375
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 273,632,186

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 7,200,000

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 8,549,004

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 160,974,996

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 10,092,277
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 7,819,624
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 4,749,265

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 6,179,153

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 31,949,000
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 18,000,000
平成19年度 静岡県 9,900,000 旗沢橋 令和9年度 5,940,000

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 6,733,344

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 2,566,672
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 2,100,000
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 275,694,877
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 3,713,643
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 6,318,626
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 6,830,947

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 120,400,000

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 71,928,000

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 9,896,000
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 2,984,966
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 46,296,000

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 57,632,000

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 6,083,338

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 6,750,000
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 5,791,676
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 1,708,338
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 31,041,676

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 236,750,000

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 47,700,000

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 286,887,343
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 2,014,710
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 8,996,108
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 8,183,960
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 1,874,189
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 14,660,000
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 28,660,000
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 25,000,000
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 1,643,019
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 1,622,651

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 40,370,000
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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 116,830,000
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 466,021,140
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 2,800,004
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 4,750,004
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 600,000
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 1,200,000
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 197,100,000
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 15,840,000

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 29,196,000

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 2,100,000
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 3,840,000
平成21年度 静岡銀行 680,000,000 減収補てん債 令和元年度 85,000,000
平成21年度 財政融資資金 18,400,000 榛原港 令和11年度 12,501,056
平成21年度 財政融資資金 47,100,000 畑総２期、広域農道 令和元年度 6,074,193
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 747,346
平成21年度 財政融資資金 12,300,000 災害復旧事業 令和元年度 1,586,255
平成22年度 財政融資資金 23,400,000 災害復旧事業 令和2年度 4,487,719

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 8,748,000

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 101,100,000

平成22年度 静岡県市町村職員共済組合 5,900,000 切山大旗地区農地 令和2年度 1,322,000
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 17,186,743

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 74,662,000

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 46,088,000
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 33,712,000
平成22年度 財政融資資金 5,400,000 榛原港 令和12年度 3,951,536
平成22年度 財政融資資金 91,600,000 畑総２期、広域農道、国営かんがい排水事業 令和2年度 23,451,388
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 5,780,950
平成22年度 財政融資資金 4,000,000 災害復旧事業 令和2年度 1,024,078
平成22年度 財政融資資金 1,500,000 災害復旧事業 令和2年度 384,029
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 507,487,238
平成22年度 静岡銀行 15,900,000 消防ポンプ車、東慶林公園 令和2年度 3,972,000
平成22年度 静岡銀行 14,600,000 消防ポンプ車 令和2年度 3,648,000
平成22年度 静岡銀行 25,400,000 地頭方保育園耐震 令和2年度 6,348,000
平成22年度 静岡銀行 16,300,000 細江１号幹線 令和2年度 4,072,000
平成22年度 静岡銀行 7,500,000 坂口谷川地区 令和2年度 1,872,000
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 13,062,000
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 72,100,000
平成23年度 静岡銀行 9,400,000 細江１号幹線 令和2年度 2,348,000
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 4,200,000

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 6,300,000

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 26,005,119
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 545,809,050

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 163,200,000

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 227,456,000
平成23年度 静岡銀行 18,300,000 細江１号幹線 令和3年度 6,858,000
平成23年度 財政融資資金 22,400,000 畑総２期 令和8年度 15,229,196
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 4,201,215
平成23年度 財政融資資金 4,000,000 榛原港 令和13年度 3,130,658
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 1,103,820
平成23年度 財政融資資金 500,000 災害復旧事業 令和3年度 190,313
平成24年度 静岡銀行 29,500,000 細江１号幹線 令和3年度 11,058,000
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 6,258,000

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 505,425,004

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 9,900,000
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 3,480,000

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 85,380,000

平成24年度 財政融資資金 7,900,000 畑総２期 令和9年度 5,986,663
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 12,652,288
平成24年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和14年度 2,256,180
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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 22,658,384

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 856,793
平成24年度 財政融資資金 700,000 災害復旧事業 令和4年度 352,797
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 789,305,491

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 145,800,000

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 4,648,000
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 20,600,000
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 44,354,853
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 47,828,801
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 55,174,344
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 3,930,000
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 294,750,000
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 280,000
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 21,560,000
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 24,640,000
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 980,000
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 560,000
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 1,260,000
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 1,426,473
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 5,847,293
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 4,782,880
平成25年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和15年度 2,405,598
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 5,425,478
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 710,056,046
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 4,250,000
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 1,500,000

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 153,400,000

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 2,680,000
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 11,250,000
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 18,930,089
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 164,405,359
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 32,016,000
平成26年度 静岡銀行 86,400,000 津波避難タワー 令和11年度 79,200,000
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 304,333,334
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 91,391,668
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 2,480,000
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 21,360,000
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 58,320,000
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 28,200,000
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 3,491,958
平成26年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和16年度 2,549,900
平成26年度 財政融資資金 1,300,000 三亀ヶ谷池 令和11年度 1,194,617
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 3,306,589
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 1,653,293
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 282,911,436

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 4,200,000

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 972,000
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 21,972,000

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 236,126,000

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 105,776,000

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 30,800,000
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 51,200,000

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 154,084,000

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 146,468,000

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 2,100,000
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平成27年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和17年度 2,700,000
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 29,700,000
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 300,000,000
平成27年度 地方公共団体金融機構 17,500,000 消防ポンプ車、消防可搬積載車 令和2年度 8,758,747
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 247,900,000
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 2,100,000
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 3,752,000
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 325,668,000

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 234,584,000

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 77,000,000

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 63,350,000
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 17,064,000
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 2,113,262
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 102,620
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 573,832
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 13,126,851
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 23,755,545
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 626,814
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 9,472,631
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 442,429
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 6,415,330
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 928,958
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 670,162
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 164,300,000
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 18,500,000
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 6,525,326
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 4,900,000

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 76,500,000

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 83,300,000
平成28年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 令和18年度 2,700,000
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 12,100,000
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 550,000,000
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 225,300,000

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 119,800,000

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 176,800,000

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 4,600,000
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 8,800,000

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 380,200,000

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 16,000,000

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 24,100,000

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 4,300,000

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 12,800,000
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 24,200,000

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 175,800,000

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 11,400,000
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 150,000,000
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 3,500,000
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 10,900,000
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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 24,300,000
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 219,200,000

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 244,500,000

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 74,900,000

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 64,600,000

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 230,000,000
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 2,800,000
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 5,600,000
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

平成30年度 財政融資資金 68,200,000
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15年度 68,200,000

合計 19,606,500,604


