
 

 

 

 

 

令和元年度事業報告書 
 

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

 

 

 

 

 

 



 令和元年度事業報告 
 

 公益財団法人岐阜県市町村振興協会は、１９７９年（昭和５４年）３月に財団法人として設立された。 

以来、市町村振興宝くじの交付金を原資に岐阜県内の市町村の振興に寄与してきた。 

平成２４年４月には公益財団法人となり各種の公益事業を実施している。 

令和元年度においても当協会の目的（定款第３条）を達成するため、各種支援事業を行い、県内市町村

の健全な発展、住民の福祉向上に寄与した。実施した主な会議、事業等は次のとおりである。 

 

Ⅰ 会 議 

１ 理事会 

（１）第１回通常理事会 

開催日時 令和元年５月３０日（木） 午後１時５５分～  

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟１３階 岐阜県町村会会議室 

議案     ① 平成３０年度事業報告について 

      ② 平成３０年度収支決算について 

      ③ 令和元年度第１回定時評議員会の開催について 

     報告    ① 令和元年度第１回業務執行報告 

② 令和元年度第１回職務執行状況報告   

（２）第２回臨時理事会（みなし決議） 

  決議があったとみなされた日  令和元年６月１２日   

  議案    ① 理事及び監事の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について            

② 評議員の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について 

（３）第３回臨時理事会（みなし決議） 

  決議があったとみなされた日  令和元年６月１８日 

議案    ① 理事長（代表理事）の選定について  

（４）第４回臨時理事会 

開催日時 令和元年１１月２９日（金） 午後１時２９分～  

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟１３階 岐阜県町村会会議室 

議案     ① 令和元年度収支補正予算について 

      ② 令和元年度第２回臨時評議員会の開催について 

     報告    ① 令和元年度第２回職務執行状況報告  

  （５）第５回臨時理事会 

     開催日時 令和２年２月７日（金） 午後３時５６分～ 

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟１３階 岐阜県町村会会議室 

     議案     ① 令和２年度事業計画について 

② 令和２年度収支予算について   

③ 令和元年度第３回臨時評議員会の開催について 

     報告     ① 令和元年度第２回業務執行報告 



 ２ 評議員会 

（１）第１回定時評議員会 

     開催日時 令和元年６月１８日（火） 午後３時～ 

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟１３階 岐阜県町村会会議室 

     議案     ① 平成３０年度収支決算について  

            ② 理事及び監事の辞任に伴う補欠選任について  

            ③ 評議員の辞任に伴う補欠選任について 

     報告     ① 平成３０年度事業報告 

② 令和元年度第１回業務執行報告  

（２）第２回臨時評議員会 

開催日時 令和元年１２月１８日（水） 午前９時５８分～ 

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟１３階 岐阜県町村会会議室 

     議案     ① 令和元年度収支補正予算について 

     報告     ① 貸付利率の特例について 

（３）第３回臨時評議員会 

開催日時 令和２年２月２７日（木） 午後０時２４分～ 

     開催場所 岐阜県県民ふれあい会館１棟４階 ４０９特別会議室 

     議案     ① 令和２年度事業計画の承認について 

            ② 令和２年度収支予算の承認について 

     報告     ① 令和元年度第２回業務執行報告  

 

Ⅱ 監事による監査の実施 

  令和元年度監査実施計画に基づき、次の監査を実施した。 

１ 現金出納監査 

   公益目的事業会計、法人会計及び基金について、月次決算計算書類、残高証明書及び現金出納関

係書類を提出し、次のとおり現金出納監査を受検した。 

（１） 令和元年度第１回現金出納監査 

① 監査人及び     市川 武雄 監事（公認会計士） 

実施日等      平成３１年４月２５日（木） 午後１時３０分～  当協会事務所 

② 監査の対象     平成３０年度１月～３月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預金残高 

（２） 令和元年度第２回現金出納監査 

① 監査人及び     市川 武雄 監事（公認会計士） 

実施日等      令和元年７月２２日（月） 午後１時３０分～  当協会事務所 

② 監査の対象     令和元年度４月～６月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預金残高 

 

 



（３） 令和元年度第３回現金出納監査 

① 監査人及び     市川 武雄 監事（公認会計士） 

実施日等      令和元年１０月２４日（木） 午後１時３０分～ 当協会事務所 

②  監査の対象     令和元年度７月～９月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預金残高  

 

（４） 令和元年度第４回現金出納監査 

① 監査人及び     市川 武雄 監事（公認会計士） 

実施日等      令和２年１月２２日（水） 午後１時３０分～ 当協会事務所 

② 監査の対象     令和元年度１０月～１２月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預金残高  

 ２ 平成３０年度分決算監査 

   当協会の事業の実施及び決算書類を提出し、決算監査を受検した。 

① 監査人及び    ・市川 武雄 監事（公認会計士） 

実施日等      平成３１年４月２５日（木） 午後１時３０～   当協会事務所 

           ・松井  聡  監事（羽島市長）  

           平成３１年４月２４日（水） 午後４時～       羽島市役所 

          ・木野 隆之 監事（輪之内町長） 

           平成３１年４月２６日（金） 午前１０時～    輪之内町役場  

 ３ 監査結果 

   監事から、現金出納監査、決算監査及び定期監査の全てにおいて、「適正に執行している」と監査 

報告がなされた。 

 

Ⅲ 公告、登記、報告 

 １ 公告 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１２８条第１項の規定に基づき、定款第４３条の

定める方法により公告した。 

貸借対照表（平成３１年３月３１日現在）  令和元年６月１８日公告 

 ２ 登記 

役員等の変更の登記 

 役員等の変更登記申請書の提出日  令和元年６月２６日 

 ３ 報告・届出等 

（１） 行政庁への報告又は届出 

① 平成３０年度事業報告書、財務諸表等の提出（令和元年６月２４日）  

② 公益法人の変更（役員）の届出（令和元年７月１７日） 

③ 令和２年度事業計画書等の提出（令和２年３月１３日） 

（２） 税務関係の届出 

法人市民税及び法人県民税の減免申請（平成３１年４月１８日） 



Ⅳ 基金の管理運用等 

 １ 交付金の受入（岐阜県からの交付金受入）                              

（１） サマージャンボ宝くじ等受入分   ≪資料１≫ 

             (令和元年１１月 及び  令和元年１２月 受入)  (単位：円)  

※平成３０年度交付金 ５５０，２８３，７５６円   前年度対比７，４７４，５５２円の増 

（２）ハロウィンジャンボ宝くじ等受入分   ≪資料２≫ 

(令和２年１月 及び 令和２年２月受入)     (単位：円) 

区  分 交 付 金 

平成３０年度 

時効金配分額 
１７，３４１，９７０ 

令和元年度 

収益金配分額 
２５０，４６９，８８６ 

合  計 ２６７，８１１，８５６ 

※平成３０年度交付金 ３０６，９６２，７２４円  前年度対比 ３９，１５０，８６８円の減  

 

 ２ 基金の運用   

① 貸付による運用 

・長期貸付 （半年賦元金均等償還（償還期限１２年、うち据置期間２年 及び 

償還期限５年、うち据置期間１年）） 

貸付残高  １３，２６５，３２５，０００円（令和２年３月３１日現在） 

貸付金利  ０．０１％（令和元年度） ～ ０．９％（平成２０年度） 

 

② 債券、定期預金等による運用  

・基金積立資産 ９，３８０，０３９，８９０円（令和２年３月３１日現在） 

  

区  分 交 付 金 

平成３０年度 

時効金配分額 
４１，３９６，５１０ 

令和元年度 

収益金配分額 
５１６，３６１，７９８ 

合  計 ５５７，７５８，３０８ 



Ⅴ 事  業 

 １ 市町村に対する資金貸付事業（定款第４条第１項第１号） 

    市町村等が実施する事業に係る地方債の原資として貸付を行った。 

      令和元年度新規貸付の状況 

・貸付団体   １３市  ５町  ４団体 

・貸付額    ２，３７９．３ 百万円 

・貸付日    令和２年３月２４日（火） 

・貸付利率   ０．０１％（償還５年・償還１２年） 

（内規「特定利率について」により貸付時における財政融資資金の基準金利） 

  ※令和元年度市町村振興協会資金貸付額   ≪資料３≫ 

 ２ 市町村振興宝くじ交付金の市町村交付事業（定款第４条第１項第２号） 

（１） 市町村振興宝くじ（サマージャンボ・サマージャンボミニ 発売期間：令和元年７月２日～

８月２日）の収益金として岐阜県から交付された交付額から全国市町村振興協会への納付額

及び公益事業充当分を控除した額を、当協会市町村交付金交付規程附則第４項の規定に基づ

き岐阜県内各市町村へ交付した。 

① 令和元年度市町村交付金計算書                   (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 ５５７，７５８，３０８ 

 全国市町村振興協会への納付額 ５５，７７５，８２９ 

 公益目的事業充当額（２割） １１１，５５１，６６１ 

 市町村への交付額 ３９０，４３０，８１８ 

② 交付金交付日 令和２年１月１７日（金） 

③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％ 

   ※令和元年度サマージャンボ宝くじ等市町村交付金額一覧表   ≪資料４≫ 

（２） 新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ・ハロウィンジャンボミニ 発売期間：令和元年  

９月２４日～１０月１８日）の収益金として岐阜県から交付された交付額と預金利息の合計額

を、当協会交付金交付規程に基づき、岐阜県内各市町村に交付した。 

① 令和元年度市町村交付金計算書                   (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 ２６７，８１１，８５６ 

 預金利息                  ０ 

 市町村への交付額 ２６７，８１１，８５６ 

② 交付金交付日 令和２年２月２８日（金） 

③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％  

※令和元年度ハロウィンジャンボ宝くじ等市町村交付金額一覧表   ≪資料５≫ 

３ 市町村が共同して行う市町村振興事業への助成事業（定款第４条第１項第３号） 

（１） 岐阜県市長会・岐阜県町村会団体助成事業 

 地方自治の発展並びに地域の活性化のために各種事業を進める岐阜県市長会及び岐阜県

町村会の運営費用の一部を助成した。 



① 市長会・町村会団体助成金 

  岐阜県市長会          ５，０００，０００円  

  岐阜県町村会          ５，０００，０００円  

② 岐阜県県民ふれあい会館の入居費助成 

  岐阜県市長会             ４０６，４３５円  

  岐阜県町村会           ８，３２２，２３７円 

③ 岐阜県市長会災害派遣事業助成金      ６５６，００１円 

（２）地域活性化センター会費助成事業    ４，４１０，０００円 

 （財）地域活性化センターが行う各種事業を活用し、地域の振興を進める岐阜県内市町村

を支援することを目的に、市町村が負担する同センターの会費を、岐阜県市長会及び岐阜県

町村会を通じて助成した。 

        岐阜県市長会           ２，９４０，０００円 

     岐阜県町村会           １，４７０，０００円 

  （３）岐阜県農業フェスティバル助成事業        ８１１，３３９円 

      岐阜県農業フェスティバルに対し、岐阜県市長会及び岐阜県町村会が負担する費用を助成

することにより、岐阜県農業の振興と地産地消の推進を支援した。 

        岐阜県市長会                      ６０８，７５３円 

        岐阜県町村会                      ２０２，５８６円  

  （４）ぎふ４２市町村ネットワーク事業        ８４０，０００円 

      NPO 法人ぎふプロジェクトネットワークは、岐阜県内４２市町村の行政、産業、観光、人

などを県内外に紹介し、行政への関心を高め、地域の活性化に貢献することを目的に、「ぎふ

４２市町村ネットワーク事業」を実施している。この事業は、市町村振興及び子供たちの教材

にも活用されている。事業の実施状況に応じ助成した。 

 （５）岐阜県における消防指令業務の共同運用に関する調査・検討に係る助成事業  

 岐阜県における消防指令業務の共同運用に関する調査・検討業務に対し、岐阜県市長会及

び岐阜県町村会が負担する費用を助成した。 

        岐阜県市長会                      ７２４，１３５円 

   岐阜県町村会                      ３６１，５６８円 

 

４ 市町村職員等研修事業及び研修参加費助成事業（定款第４条第１項第４号） 

（１） 市町村研修センター 

市町村研修センターを設置し、岐阜県県民ふれあい会館又は各地域で県内市町村職員等に

対して「地方分権時代に対応できる有能な人材の育成」、「市町村からの要望に応じた研修」

を基本に各種研修を実施した。 

    ※令和元年度市町村研修センター事業実施概要   ≪資料６≫ 

（２） 行財政講演会 

各市順に当研修センターと共催し、市町村行政に係る演題、講師を選定し、講演会を次の

とおり実施した。 



共催市   中津川市 

開催期日  令和元年１１月１１日（月） 

会場    東美濃ふれあいセンター・歌舞伎ホール 

講師    垣内俊哉氏（株式会社ミライロ 代表取締役） 

演題    「未来を創るユニバーサルデザイン」～超高齢社会に向けた視点と感性～ 

参加者   ３１０人 

（３） 研修参加費助成事業 

      国若しくは地方公共団体又は社団法人等が主催する研修に県内市町村職員等が参加した場

合にその経費の一部又は全額を助成した。また、県内市町村職員等が、研修を目的とする海

外派遣事業に参加した場合にその経費の一部を助成した。 

① 研修事業助成金 

４６市町村等     受講者 ２，９０８人      助成額 ５０，５３８，１９７円 

② 海外派遣研修助成金 

１０市町       参加者 １０人         助成額   １，０００，０００円 

５ 市町村の振興に関する情報提供事業（定款第４条第１項第５号） 

（１）データ放送による市町村情報発信事業 

       ぎふチャン（岐阜放送）のデジタル放送を利用して、岐阜県内４２市町村の行政情報の発信

を支援するもので、市町村の行政情報、生活関連情報、イベントなど市町村が発信したい情報

を掲載し情報提供を行った。            委託料 １０，９５５，４５５円 

  （２）エフエム放送による市町村観光・イベント等情報発信事業 

      観光・イベント情報を強化するためエフエム岐阜のエフエム放送を利用して、岐阜県内４２

市町村の観光やイベント等の情報を順次平日週９回朝夕に放送し、県内及び隣接県に情報を発

信することで、市町村の交流事業を支援した。    委託料 １１，０６３，５００円               

（３）公益財団法人岐阜県市町村振興協会ホームページ 

  当協会のホームページを公開した。当協会の運営状況の公開、情報公開、研修事業のネット

ワークをはじめ、県内市町村のホームページともリンクをして市町村振興に努めた。 

 データの更新は毎月１回行い、最新の情報を提供した。 

（４）市町村振興宝くじ（サマージャンボ、ハロウィンジャンボ）宣伝活動 

   ・サマージャンボ宣伝活動費（地域密着生活情報誌広告等）   ２，２６３，４４０円 

・ハロウィンジャンボ宣伝活動費（地域密着生活情報誌広告等） １，８１８，７６０円             

                          合計    ４，０８２，２００円 

     

※令和元年度宝くじ販売協力及びＰＲ活動実施市町村一覧表 ≪資料７≫ 

 

    ※第 800 回サマージャンボ宝くじ・第 801 回サマージャンボミニ 県別販売状況 ≪資料８≫ 

 

  ※第 811 回ハロウィンジャンボ宝くじ・第 812 回ハロウィンジャンボミニ 県別販売状況 

 ≪資料９≫ 


