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牧之原市一般会計市債残高一覧表（平成28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28年度末
借入残高（円）

昭和62年度 旧資金運用部資金 12,300,000 大井川広域水道企業団出資 平成29年度 820,447
昭和62年度 旧資金運用部資金 4,600,000 大井川広域水道企業団出資 平成29年度 306,834
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 431,956
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 170,164
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 3,308,699
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 1,906,156
平成4年度 旧簡易生命保険資金 18,700,000 菅山小学校校舎増築 平成29年度 1,292,578
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 1,272,577
平成4年度 旧簡易生命保険資金 60,000,000 榛原町役場庁舎建設 平成29年度 4,147,308
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 727,803
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 3,370,214
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 1,462,829
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 40,262
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 72,470,464
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 496,557
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 1,267,695
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 4,909,875
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 1,891,879
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 2,009,739
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 2,438,687
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 856,681
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 898,462
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 740,430
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 34,407,397
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 4,601,157
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 4,847,624
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 3,870,281
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 3,814,175
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 3,078,912
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 24,974,388
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 25,993,443
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 2,599,345
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 1,034,147
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 12,543,557
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 6,940,770
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 2,383,277
平成8年度 スルガ銀行 11,600,000 静波西の丘公園整備 平成29年度 380,000
平成8年度 スルガ銀行 7,500,000 ふるさと体験の森整備 平成29年度 240,000
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 9,738,996
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 7,394,952
平成9年度 旧公営企業金融公庫 35,000,000 さんあーるアクセス道路整備 平成29年度 1,398,212

平成9年度 静岡県 150,900,000
第二堂村橋、門前橋、前玉中溝排水路、水ヶ谷川、
下神明川

平成29年度 10,074,000

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 27,617,522
平成9年度 旧資金運用部資金 135,500,000 臨時税収補てん債 平成29年度 9,301,872
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 12,983,473
平成9年度 旧公営企業金融公庫 102,600,000 東沢線・大沢波津区画整理 平成29年度 7,884,915
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 13,432,729
平成9年度 旧公営企業金融公庫 34,000,000 切山地区、昆尾地区 平成29年度 2,612,935
平成9年度 旧資金運用部資金 47,500,000 相良・坂井平田港 平成29年度 3,260,803
平成9年度 旧資金運用部資金 142,700,000 臨時税収補てん債 平成29年度 9,796,141
平成9年度 島田信用金庫 94,900,000 静波西の丘仮称公園整備 平成29年度 5,588,000
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 9,562,327
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 9,859,600
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 12,840,000
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 28,153,768
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 5,367,380
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 16,249,429
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 8,067,062
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 21,778,404
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 20,351,747
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 10,649,587
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 22,245,093
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 20,988,137

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

平成31年度 13,468,000

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 17,558,100
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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 25,824,835

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 2,874,416
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 9,590,924
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 37,857,929
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 5,451,684
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 12,852,650
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 7,793,889
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 19,164,023
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 13,942,877
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 4,972,825
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 14,264,507
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 11,944,195
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 10,929,327
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 11,579,884
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 36,092,000
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 17,727,827
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 24,410,544
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 26,401,931
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 4,797,128
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 8,602,361
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 18,433,690
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 12,609,659
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 15,336,071
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 42,252,445
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 11,208,871
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 11,736,789
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 9,580,000
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 9,678,134
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 3,757,597
平成14年度 静岡県市町村振興協会 275,000,000 総合健康福祉センター建設 平成29年度 22,916,674
平成14年度 財政融資資金 202,800,000 菊川境線、布引原東西２号線、山の手幹線 平成29年度 17,651,947
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 18,542,000
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 17,856,876
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 96,827,996
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 17,601,776
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 95,771,160
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 7,278,117
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 8,053,352
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 3,629,151
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 19,025,554
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 7,720,571
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 80,820,000
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 6,900,659
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 50,298,630
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 3,007,506
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 35,574,458
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 9,235,000
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 27,956,000
平成15年度 静岡県 34,900,000 平城橋、旭ヶ谷橋 平成35年度 16,292,000
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 248,152,598
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 5,480,950
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 20,107,570
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 5,288,361
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 19,152,132
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 31,962,548
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 5,804,728

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 87,493,438

平成15年度 財政融資資金 4,700,000 相良港 平成35年度 2,100,207
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 2,413,006
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 5,510,818
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 224,614,146
平成15年度 財政融資資金 6,700,000 榛原港 平成35年度 2,993,914
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 5,094,124
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 16,912,000
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 19,025,024
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 4,900,000
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 14,509,000
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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 6,669,000
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 平成44年度 5,345,925
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 5,453,685
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 24,391,264
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 202,176,486

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 156,076,578

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 19,272,000
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 5,033,649
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 5,223,247
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 9,028,348
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 23,113,630
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 3,000,000
平成16年度 焼津信用金庫 10,800,000 榛原金谷線 平成31年度 2,700,000
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 18,908,795
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 196,307,688
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 10,145,870
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 8,488,375
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 2,333,344

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 46,208,000

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 13,423,000
平成17年度 静岡県都市自治振興協会 242,200,000 地域再生事業 平成29年度 24,220,000
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 55,972,474
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 349,954,540
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 19,400,000
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 5,928,000
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 15,296,000
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 7,122,029

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 96,423,141

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 12,030,380
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 15,194,612
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 8,772,737
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 1,456,781
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 75,344,435
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 5,748,785
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 1,260,007
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 14,171,253
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 17,458,338
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 39,935,000
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 49,694,251
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 342,006,036

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 12,000,000

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 14,248,340

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 268,291,660

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 30,000,000
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 10,996,958
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 5,828,499

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 7,583,316

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 8,625,845

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 10,100,008

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 3,850,004
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 3,150,000
平成19年度 静岡県 9,900,000 旗沢橋 平成39年度 7,260,000
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 560,000
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 334,816,744



4/7

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28年度末
借入残高（円）

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 4,022,114
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 7,582,612
平成19年度 財政融資資金 3,600,000 勝間ほ場、広域農道 平成29年度 470,671
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 8,197,419
平成19年度 財政融資資金 2,800,000 災害復旧事業 平成29年度 366,078
平成19年度 財政融資資金 4,800,000 災害復旧事業 平成29年度 627,561

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 180,600,000

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 107,892,000

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 14,844,000
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 3,268,615
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 69,444,000

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 86,448,000

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 339,937,222

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 8,516,670

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 9,450,000
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 8,108,340
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 2,391,670
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 43,458,340

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 331,450,000

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 66,780,000

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 20,524,000
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 40,124,000
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 35,000,000
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 2,173,672
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 10,609,847
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 13,107,595
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 9,652,013
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 2,210,385
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 414,469
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 854,843
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 1,790,301
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 2,238,515

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 56,518,000

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 547,820,762
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 3,733,336
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 6,333,336
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 800,000
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 1,600,000
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 163,562,000
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 262,800,000
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 21,120,000

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 38,928,000

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 2,800,000
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 5,120,000
平成21年度 静岡銀行 680,000,000 減収補てん債 平成31年度 255,000,000
平成21年度 財政融資資金 18,400,000 榛原港 平成41年度 14,534,305
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 18,060,161
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 868,899
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 4,716,348
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 10,398,637

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 11,664,000

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 134,800,000

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 2,630,000
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 18,407,569
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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 95,994,000

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 59,256,000
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 43,344,000
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 7,944,000
平成22年度 静岡銀行 14,600,000 消防ポンプ車 平成32年度 7,296,000
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 12,696,000
平成22年度 静岡銀行 16,300,000 細江１号幹線 平成32年度 8,144,000
平成22年度 静岡銀行 7,500,000 坂口谷川地区 平成32年度 3,744,000
平成22年度 財政融資資金 5,400,000 榛原港 平成42年度 4,543,940
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 46,531,276
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 6,647,616
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 2,031,934
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 761,975
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 585,761,686
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 16,794,000
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 92,700,000
平成23年度 静岡銀行 9,400,000 細江１号幹線 平成32年度 4,696,000
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 5,880,000

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 8,820,000

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 27,800,000
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 623,673,533

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 204,000,000

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 平成38年度 284,320,000
平成23年度 静岡銀行 18,300,000 細江１号幹線 平成33年度 11,430,000
平成23年度 財政融資資金 22,400,000 畑総２期 平成38年度 18,850,361
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 4,606,180
平成23年度 財政融資資金 4,000,000 榛原港 平成43年度 3,570,529
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 1,828,755
平成23年度 財政融資資金 500,000 災害復旧事業 平成33年度 315,302
平成24年度 静岡銀行 29,500,000 細江１号幹線 平成33年度 18,430,000
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 10,430,000

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 617,741,668

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 13,200,000
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 4,640,000

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 113,840,000

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 178,200,000

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 6,972,000
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 30,900,000
平成24年度 財政融資資金 7,900,000 畑総２期 平成39年度 7,266,672
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 13,824,385
平成24年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成44年度 2,553,533

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 27,502,976

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 1,280,081
平成24年度 財政融資資金 700,000 災害復旧事業 平成34年度 527,092
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 896,755,749
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 353,700,000
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 360,000
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 57,000,000
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 60,000,000
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 27,720,000
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 31,680,000
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 1,260,000
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 720,000
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 1,620,000
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 5,502,000
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 5,950,000
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 2,100,000
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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 184,100,000

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 3,752,000
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 1,700,000
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 8,153,693
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 5,700,000
平成25年度 財政融資資金 2,700,000 榛原港 平成45年度 2,700,000
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 5,900,000
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 800,000,000
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 15,750,000
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 37,600,000
平成26年度 静岡県市町村振興協会 332,000,000 航空機格納庫 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 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 3,100,000
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 26,700,000
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 72,900,000
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
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 4,400,000
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 2,200,000
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 静岡銀行 42,700,000 壱丁田北線・大倉壱丁田線 平成36年度 42,700,000
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 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 5,600,000

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 1,300,000
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 29,300,000

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 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 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 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 2,862,423
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 138,999
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 745,832
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】 平成37年度 16,538,076
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 29,126,623
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 686,971
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 11,425,493
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 531,428
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 7,552,185
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 1,096,614
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 723,653

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 17,500,000
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 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 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
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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 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 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 財政融資資金 12,300,000
三亀ヶ谷池、薬師池、西ヶ谷池、男神地区ほ場整
備

平成43年度 12,300,000

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 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 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

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

合計 19,164,423,551


