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牧之原市一般会計市債残高一覧表（平成29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29年度末
借入残高（円）

昭和63年度 旧資金運用部資金 3,300,000 大井川広域水道企業団出資 平成30年度 221,152
昭和63年度 旧資金運用部資金 1,300,000 大井川広域水道企業団出資 平成30年度 87,120
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 平成32年度 2,535,894
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 平成34年度 1,622,002
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 平成32年度 975,344
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 平成34年度 619,308
平成5年度 旧資金運用部資金 10,900,000 ハイツ地頭方建設 平成30年度 746,971
平成5年度 旧簡易生命保険資金 4,800,000 住宅新築資金貸付金 平成30年度 20,559
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 平成33年度 2,753,532
平成5年度 旧簡易生命保険資金 540,000,000 榛原町役場庁舎建設 平成30年度 37,005,917
平成5年度 旧簡易生命保険資金 3,700,000 住宅新築資金貸付金 平成30年度 253,559
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 平成33年度 1,035,731
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 平成36年度 1,691,651
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 平成36年度 4,390,236
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 平成34年度 1,706,663
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 平成36年度 2,172,954
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 平成31年度 581,938
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 平成36年度 800,561
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 平成34年度 628,770
平成7年度 旧資金運用部資金 189,600,000 ハイツ地頭方建設 平成31年度 23,305,965
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 平成32年度 3,508,369
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 平成37年度 3,445,243
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 平成35年度 4,224,106
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 平成35年度 3,372,472
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 平成37年度 2,781,100
平成7年度 旧簡易生命保険資金 93,600,000 牧之原団地建設 平成33年度 19,737,981
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 平成36年度 11,116,227
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 平成33年度 21,059,817
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 平成33年度 2,105,983
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 平成33年度 837,863
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 平成36年度 6,150,980
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 平成36年度 2,112,084
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 平成39年度 6,770,824
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 平成38年度 8,882,376
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 平成34年度 23,240,530
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 平成37年度 11,658,441
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 平成37年度 12,061,848
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 平成39年度 9,041,403
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 平成39年度 8,768,799
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 平成38年度 20,195,637
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 平成40年度 15,017,798
平成10年度 旧資金運用部資金 60,600,000 相良・坂井平田港 平成30年度 4,067,670
平成10年度 旧簡易生命保険資金 58,400,000 片浜小学校校舎建築 平成35年度 18,139,930
平成10年度 旧資金運用部資金 163,600,000 減税補てん債 平成30年度 10,981,367
平成10年度 静岡県 96,300,000 智生寺橋、毛ヶ谷橋、坂小焼山線 平成30年度 6,420,000
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 平成38年度 25,583,758
平成10年度 旧公営企業金融公庫 35,500,000 切山地区、昆尾地区 平成30年度 2,710,393
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 平成40年度 18,809,179
平成10年度 旧資金運用部資金 80,000,000 減税補てん債 平成30年度 5,369,862
平成11年度 旧資金運用部資金 47,500,000 相良・坂井平田港 平成31年度 6,457,356
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 平成36年度 33,448,668
平成11年度 旧資金運用部資金 27,000,000 減税補てん債 平成31年度 3,670,498
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 平成39年度 17,589,966
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 平成31年度 8,982,000
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 平成39年度 16,115,947

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

平成31年度 17,387,288

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 平成31年度 1,935,280
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 平成41年度 11,977,687
平成11年度 旧資金運用部資金 38,600,000 減税補てん債 平成31年度 5,247,452
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 平成41年度 12,987,782
平成12年度 旧資金運用部資金 45,900,000 相良・坂井平田港 平成32年度 9,029,143
平成12年度 旧資金運用部資金 42,000,000 減税補てん債 平成32年度 8,261,959
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 平成40年度 16,384,140
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 平成32年度 3,755,513
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 平成40年度 13,164,874
平成12年度 財政融資資金 44,500,000 減税補てん債 平成32年度 8,753,744
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平成12年度 島田信用金庫 153,300,000 総合健康福祉センター建設 平成32年度 27,076,000
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 平成43年度 24,826,584
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 平成41年度 4,455,728
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 平成43年度 22,954,019
平成13年度 財政融資資金 56,800,000 相良・坂井平田港 平成33年度 14,870,703
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 平成43年度 11,886,329
平成13年度 財政融資資金 49,000,000 減税補てん債 平成33年度 12,305,498
平成13年度 財政融資資金 135,000,000 臨時財政対策債 平成33年度 33,902,906
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 平成41年度 9,019,280
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 平成41年度 8,016,743
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 平成43年度 10,565,895
平成13年度 財政融資資金 37,500,000 減税補てん債 平成33年度 9,417,473
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 平成33年度 7,664,000
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 平成34年度 3,094,164
平成14年度 財政融資資金 49,000,000 減税補てん債 平成34年度 14,910,383
平成14年度 財政融資資金 265,700,000 臨時財政対策債 平成34年度 80,850,785
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 平成42年度 6,794,502
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 平成44年度 7,583,203
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 平成34年度 3,034,809
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 平成34年度 15,909,763
平成14年度 静岡県市町村職員共済組合 139,000,000 総合健康福祉センター建設 平成30年度 9,276,000
平成14年度 財政融資資金 48,300,000 減税補てん債 平成34年度 14,697,375
平成14年度 財政融資資金 262,800,000 臨時財政対策債 平成34年度 79,968,333
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 平成44年度 7,269,849
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 平成34年度 67,350,000
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 平成42年度 6,436,006
平成15年度 旧郵便貯金資金 264,800,000 菊川境線、布引原東西２号線、山の手幹線 平成30年度 11,940,966
平成15年度 財政融資資金 374,400,000 須々木大溝線、中原３号線、川向御天所線 平成30年度 16,883,300
平成15年度 旧郵便貯金資金 22,500,000 須々木大溝線 平成30年度 1,009,004
平成15年度 静岡県 60,000,000 総合グラウンド西側斜面改修 平成30年度 4,620,000
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 平成43年度 5,164,240
平成15年度 財政融資資金 571,400,000 臨時財政対策債 平成35年度 213,125,788
平成15年度 旧簡易生命保険資金 46,300,000 減税補てん債 平成35年度 17,269,381
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 平成45年度 5,517,333

平成15年度 財政融資資金 487,800,000
須々木大溝線、中原３号線、小堤向田線、川向御
天所線

平成30年度 44,073,589

平成15年度 財政融資資金 4,700,000 相良港 平成35年度 1,815,197
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 平成35年度 2,085,548
平成15年度 静岡県 59,900,000 切山大旗地区農地整備 平成35年度 23,963,000
平成15年度 静岡県 34,900,000 平城橋、旭ヶ谷橋 平成35年度 13,966,000
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 平成43年度 4,985,004
平成15年度 旧簡易生命保険資金 44,100,000 減税補てん債 平成35年度 16,448,803
平成15年度 旧郵便貯金資金 178,200,000 菊川境線、細江金谷線、山の手幹線 平成30年度 16,100,684
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 平成45年度 5,237,975
平成15年度 財政融資資金 517,200,000 臨時財政対策債 平成35年度 192,909,795
平成15年度 財政融資資金 6,700,000 榛原港 平成35年度 2,587,623
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 平成35年度 4,402,823
平成15年度 掛川信用金庫 41,100,000 臨時財政対策債 平成35年度 14,496,000
平成16年度 静岡県 21,200,000 緑と文化の丘公園整備 平成31年度 3,270,000
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 平成31年度 12,683,360
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 平成44年度 5,059,338
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 平成46年度 5,199,211
平成16年度 旧簡易生命保険資金 49,500,000 減税補てん債 平成36年度 21,363,645
平成16年度 旧簡易生命保険資金 410,300,000 臨時財政対策債 平成36年度 177,080,888

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

平成31年度 104,723,720

平成16年度 静岡県 27,200,000 切山大旗地区農地整備 平成36年度 12,696,000
平成16年度 静岡県 12,500,000 桃原瑞照院北線、本谷川ほか 平成36年度 5,836,000
平成16年度 ハイナン農業協同組合 77,100,000 地域再生事業 平成31年度 12,848,000
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 平成44年度 4,761,680
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 平成46年度 4,979,526
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 平成31年度 6,057,809
平成16年度 財政融資資金 87,300,000 菊川境線、山の手幹線 平成31年度 15,508,704
平成16年度 焼津信用金庫 12,000,000 細江１号幹線 平成31年度 2,000,000
平成16年度 焼津信用金庫 10,800,000 榛原金谷線 平成31年度 1,800,000
平成16年度 旧簡易生命保険資金 38,500,000 減税補てん債 平成36年度 16,561,700
平成16年度 旧簡易生命保険資金 399,700,000 臨時財政対策債 平成36年度 171,940,567
平成16年度 旧簡易生命保険資金 20,200,000 榛原港 平成36年度 8,942,970
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 平成36年度 7,481,989
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平成17年度 静岡県市町村振興協会 7,000,000 片浜海岸線 平成32年度 1,750,012
平成17年度 旧簡易生命保険資金 99,500,000 減税補てん債 平成37年度 49,778,152
平成17年度 旧簡易生命保険資金 622,100,000 臨時財政対策債 平成37年度 311,226,017
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 平成32年度 14,550,000
平成17年度 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 平成32年度 4,446,000
平成17年度 掛川信用金庫 45,900,000 細江小学校体育館改築 平成32年度 11,472,000
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 平成42年度 70,694,251
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 平成47年度 6,819,294

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

平成32年度 73,032,094

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 平成32年度 9,111,960
平成17年度 財政融資資金 26,500,000 榛原港、臨港１号線 平成37年度 13,643,922
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 平成37年度 7,877,433

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

平成37年度 41,076,000

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 平成32年度 10,070,000
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 平成45年度 1,394,857
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 平成47年度 5,468,919
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 平成45年度 1,198,666
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 平成33年度 11,432,139
平成18年度 静岡県市町村振興協会 41,900,000 地域再生事業 平成33年度 13,966,672
平成18年度 旧簡易生命保険資金 79,800,000 減税補てん債 平成38年度 44,727,061
平成18年度 財政融資資金 549,200,000 臨時財政対策債 平成38年度 307,820,820

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

平成33年度 9,600,000

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 平成33年度 11,398,672

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

平成33年度 214,633,328

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 平成48年度 10,549,342
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 平成46年度 8,226,945
平成18年度 財政融資資金 9,300,000 榛原港、臨港１号線 平成38年度 5,293,984

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

平成38年度 6,887,872

平成18年度 静岡県 59,900,000 切山大旗地区農地整備 平成38年度 35,942,000
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 平成33年度 24,000,000
平成19年度 静岡県 9,900,000 旗沢橋 平成39年度 6,600,000

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

平成34年度 8,416,676

平成19年度 静岡県市町村振興協会 7,700,000 消防ポンプ車 平成34年度 3,208,338
平成19年度 静岡県市町村振興協会 6,300,000 消防ポンプ車 平成34年度 2,625,000
平成19年度 静岡県市町村職員共済組合 2,800,000 切山大旗地区農地整備 平成30年度 280,000
平成19年度 財政融資資金 498,300,000 臨時財政対策債 平成39年度 306,312,328
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 平成49年度 3,869,566
平成19年度 財政融資資金 11,100,000 榛原港、臨港１号線 平成39年度 6,956,594
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 平成39年度 7,520,643

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

平成34年度 150,500,000

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

平成34年度 89,910,000

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 平成34年度 12,370,000
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 平成47年度 3,128,342
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 平成34年度 57,870,000

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

平成34年度 72,040,000

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

平成35年度 7,300,004

平成20年度 静岡県市町村振興協会 16,200,000 消防ポンプ車 平成35年度 8,100,000
平成20年度 静岡県市町村振興協会 13,900,000 消防ポンプ車 平成35年度 6,950,008
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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 平成35年度 2,050,004
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 平成35年度 37,250,008

平成20年度 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

平成35年度 284,100,000

平成20年度 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

平成35年度 57,240,000

平成20年度 財政融資資金 466,700,000 臨時財政対策債 平成40年度 313,584,134
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 平成50年度 2,095,021
平成20年度 財政融資資金 14,400,000 榛原港、臨港１号線 平成40年度 9,810,207
平成20年度 財政融資資金 50,600,000 畑総２期、広域農道 平成30年度 6,593,002
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 平成40年度 8,924,563
平成20年度 財政融資資金 3,000,000 橋向急傾斜地 平成40年度 2,043,793
平成20年度 財政融資資金 1,600,000 災害復旧事業 平成30年度 208,474
平成20年度 財政融資資金 3,300,000 災害復旧事業 平成30年度 429,978
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 平成35年度 17,592,000
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 平成35年度 34,392,000
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 平成35年度 30,000,000
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 平成48年度 1,717,429
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 平成35年度 1,932,884

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

平成35年度 48,444,000

平成21年度 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 平成35年度 140,196,000
平成21年度 財政融資資金 724,300,000 臨時財政対策債 平成41年度 507,185,936
平成21年度 静岡県市町村振興協会 5,600,000 東慶林公園 平成36年度 3,266,670
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 平成36年度 5,541,670
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 平成36年度 700,000
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 平成36年度 1,400,000
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 平成36年度 229,950,000
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 平成36年度 18,480,000

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

平成36年度 34,062,000

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 平成36年度 2,450,000
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 平成36年度 4,480,000
平成21年度 静岡銀行 680,000,000 減収補てん債 平成31年度 170,000,000
平成21年度 財政融資資金 18,400,000 榛原港 平成41年度 13,526,285
平成21年度 財政融資資金 47,100,000 畑総２期、広域農道 平成31年度 12,094,085
平成21年度 財政融資資金 1,100,000 大沼地区急傾斜地 平成41年度 808,637
平成21年度 財政融資資金 12,300,000 災害復旧事業 平成31年度 3,158,328
平成22年度 財政融資資金 23,400,000 災害復旧事業 平成32年度 7,453,504

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

平成36年度 10,206,000

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

平成36年度 117,950,000

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 平成32年度 1,976,000
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 平成52年度 17,803,230

平成22年度 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

平成37年度 85,328,000

平成22年度 焼津信用金庫 79,000,000 坂部保育園建設 平成37年度 52,672,000
平成22年度 焼津信用金庫 57,800,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 平成37年度 38,528,000
平成22年度 財政融資資金 5,400,000 榛原港 平成42年度 4,249,951
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 平成32年度 35,037,400
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 平成42年度 6,217,521
平成22年度 財政融資資金 4,000,000 災害復旧事業 平成32年度 1,530,018
平成22年度 財政融資資金 1,500,000 災害復旧事業 平成32年度 573,756
平成22年度 財政融資資金 700,000,000 臨時財政対策債 平成42年度 546,839,125
平成22年度 静岡銀行 15,900,000 消防ポンプ車、東慶林公園 平成32年度 5,958,000
平成22年度 静岡銀行 14,600,000 消防ポンプ車 平成32年度 5,472,000
平成22年度 静岡銀行 25,400,000 地頭方保育園耐震 平成32年度 9,522,000
平成22年度 静岡銀行 16,300,000 細江１号幹線 平成32年度 6,108,000
平成22年度 静岡銀行 7,500,000 坂口谷川地区 平成32年度 2,808,000
平成23年度 島田信用金庫 22,400,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 平成37年度 14,928,000
平成23年度 焼津信用金庫 123,600,000 坂部保育園建設 平成37年度 82,400,000
平成23年度 静岡銀行 9,400,000 細江１号幹線 平成32年度 3,522,000
平成23年度 静岡県市町村振興協会 8,400,000 消防ポンプ車 平成35年度 5,040,000

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

平成35年度 7,560,000

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 平成53年度 26,910,600
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平成23年度 財政融資資金 700,000,000 臨時財政対策債 平成43年度 584,935,466

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

平成38年度 183,600,000

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 平成38年度 255,888,000
平成23年度 静岡銀行 18,300,000 細江１号幹線 平成33年度 9,144,000
平成23年度 財政融資資金 22,400,000 畑総２期 平成38年度 17,048,809
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 平成48年度 4,405,110
平成23年度 財政融資資金 4,000,000 榛原港 平成43年度 3,351,909
平成23年度 財政融資資金 2,900,000 災害復旧事業 平成33年度 1,467,373
平成23年度 財政融資資金 500,000 災害復旧事業 平成33年度 252,995
平成24年度 静岡銀行 29,500,000 細江１号幹線 平成33年度 14,744,000
平成24年度 静岡銀行 16,700,000 地域防災無線整備 平成33年度 8,344,000

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

平成39年度 561,583,336

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 平成36年度 11,550,000
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 平成36年度 4,060,000

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

平成36年度 99,610,000

平成24年度 財政融資資金 7,900,000 畑総２期 平成39年度 6,628,904
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 平成49年度 13,241,842
平成24年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成44年度 2,405,598

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

平成39年度 25,089,143

平成24年度 財政融資資金 1,700,000 災害復旧事業 平成34年度 1,068,860
平成24年度 財政融資資金 700,000 災害復旧事業 平成34年度 440,119
平成24年度 財政融資資金 950,000,000 臨時財政対策債 平成44年度 843,191,553

平成24年度 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

平成39年度 162,000,000

平成24年度 焼津信用金庫 9,300,000 地域防災無線整備 平成34年度 5,810,000
平成24年度 焼津信用金庫 41,200,000 静波体育館耐震 平成34年度 25,750,000
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 平成54年度 45,900,000
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 平成40年度 52,430,422
平成25年度 財政融資資金 60,000,000 細江小学校耐震 平成50年度 57,601,606
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 平成35年度 4,716,000
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 平成40年度 324,225,000
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 平成37年度 320,000
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 平成37年度 24,640,000
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 平成37年度 28,160,000
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 平成37年度 1,120,000
平成25年度 静岡県都市自治振興協会 800,000 榛原菊川線 平成37年度 640,000
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 平成37年度 1,440,000
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 平成40年度 1,563,714
平成25年度 財政融資資金 9,300,000 災害復旧事業 平成35年度 7,002,797
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 平成40年度 5,243,042
平成25年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成45年度 2,553,533
平成25年度 財政融資資金 5,900,000 谷川地区急傾斜地 平成50年度 5,664,158
平成25年度 財政融資資金 800,000,000 臨時財政対策債 平成45年度 755,162,737
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 平成35年度 5,100,000
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 平成35年度 1,800,000

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

平成40年度 168,740,000

平成25年度 ハイナン農業協同組合 4,300,000 防災公園 平成35年度 3,216,000
平成25年度 静岡銀行 18,000,000 静波西保育園取壊し 平成35年度 13,500,000
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 平成41年度 20,600,000
平成26年度 財政融資資金 174,000,000 津波避難タワー 平成46年度 174,000,000
平成26年度 静岡銀行 42,700,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 平成36年度 37,352,000
平成26年度 静岡銀行 86,400,000 津波避難タワー 平成41年度 86,400,000
平成26年度 静岡県市町村振興協会 332,000,000 航空機格納庫 平成41年度 332,000,000
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 平成41年度 99,700,000
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 平成38年度 2,790,000
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 平成38年度 24,030,000
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 平成38年度 65,610,000
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 平成36年度 32,900,000
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 平成41年度 3,800,000
平成26年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成46年度 2,700,000
平成26年度 財政融資資金 1,300,000 三亀ヶ谷池 平成41年度 1,300,000
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平成26年度 財政融資資金 4,400,000 災害復旧事業 平成36年度 3,853,841
平成26年度 財政融資資金 2,200,000 災害復旧事業 平成36年度 1,926,920
平成26年度 財政融資資金 300,000,000 臨時財政対策債 平成46年度 300,000,000

平成26年度 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

平成36年度 4,900,000

平成26年度 焼津信用金庫 1,300,000 智生寺地区治山 平成36年度 1,134,000
平成26年度 静岡銀行 29,300,000 災害時救護所、聖苑負担金 平成36年度 25,634,000

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

平成41年度 257,600,000

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

平成41年度 115,400,000

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 平成42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 平成47年度 51,200,000

平成27年度 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

平成37年度 176,100,000

平成27年度 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

平成37年度 167,400,000

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

平成42年度 2,100,000

平成27年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成47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 平成52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 平成47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 平成32年度 13,131,558
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 平成42年度 247,900,000
平成27年度 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 平成37年度 2,400,000
平成27年度 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 平成37年度 4,300,000
平成27年度 島田信用金庫 372,200,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 平成37年度 372,200,000

平成27年度 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

平成37年度 268,100,000

平成27年度 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

平成37年度 88,000,000

平成27年度 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 平成37年度 72,400,000
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 平成37年度 19,500,000
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】 平成35年度 2,494,248
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】 平成35年度 121,120
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】 平成36年度 660,964
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】 平成37年度 14,850,278
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】 平成38年度 26,467,805
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】 平成47年度 657,207
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】 平成39年度 10,461,191
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】 平成39年度 487,327
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】 平成40年度 6,989,413
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】 平成40年度 1,013,496
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】 平成50年度 697,174
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 平成48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 平成53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 平成33年度 8,700,000
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 平成38年度 4,900,000

平成28年度 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

平成38年度 76,500,000

平成28年度 焼津信用金庫 83,300,000 津波避難タワー、大江防災公園 平成38年度 83,300,000
平成28年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成48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 平成43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 平成48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 平成38年度 225,300,000

平成28年度 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

平成38年度 119,800,000

平成28年度 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

平成38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 平成38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 平成38年度 8,800,000
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平成28年度 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

平成38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 平成38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

平成38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

平成38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 平成40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 平成44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 平成39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

平成39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

平成44年度 15,300,000

平成29年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成49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 平成44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 平成39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 平成49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 平成39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 平成41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 平成41年度 10,900,000
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 平成39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 平成39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

平成39年度 247,500,000

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

平成39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

平成39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 平成39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 平成39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 平成39年度 5,600,000
平成29年度 財政融資資金 16,200,000 災害復旧事業 平成39年度 16,200,000

合計 18,945,769,346


