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 平成２９年度事業報告 
 

 

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

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。 

平成２９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、当該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回臨時理事会（みなし決議） 

  決議があったとみなされた日  平成２９年４月１１日 

議案    ① 理事の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について     

（２） 第２回通常理事会 

開催日時 平成２９年５月２４日（水） 午後２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２８年度事業報告について 

      ② 平成２８年度収支決算について 

      ③ 公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村交付金交付規程の一部改正について 

④ 平成２９年度第２回定時評議員会の開催について 

     報告    ① 平成２９年度第１回業務執行報告（兼 第１回職務執行状況報告）について 

② 公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村交付金交付規程の一部改正について 

（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  平成２９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 

（４）第４回臨時理事会（みなし決議） 

  決議があったとみなされた日  平成２９年７月５日 

議案    ① 理事長（代表理事）の選定について     

  （５）第５回臨時理事会 

     開催日時 平成３０年１月２３日（火） 午前１０時２８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年度事業計画について 

② 平成３０年度収支予算について 

③ 理事の辞任に伴う補欠選任候補者の推薦について 

④ 平成２９年度第３回臨時評議員会の開催について 



     報告     ① 平成２９年度第２回業務執行報告 

            ② 無期労働契約細則の制定について 

③ 平成２９年度第２回職務執行状況報告 

（６）第６回臨時理事会（みなし決議） 

決議があったとみなされた日  平成３０年２月２４日 

議案     ① 理事長（代表理事）の選定について  

２ 評議員会 

（１）第１回臨時評議員会（みなし決議） 

  決議があったとみなされた日  平成２９年４月２１日 

議案     ① 理事の辞任に伴う補欠選任について 

（２）第２回定時評議員会 

     開催日時 平成２９年６月２７日（火） 午後１時３０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２８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２８年度事業報告 

② 公益財団法人岐阜県市町村振興協会市町村交付金交付規程の一部改正について 

③ 平成２９年度第１回業務執行報告 

（３）第３回臨時評議員会 

開催日時 平成３０年２月６日（火） 午前１０時２７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年度事業計画の承認について 

            ② 平成３０年度収支予算の承認について 

            ③ 理事の辞任に伴う補欠選任について 

     報告     ① 平成２９年度第２回業務執行報告 

            ② 無期労働契約細則の制定について 

 

Ⅱ 監事による監査の実施 

  平成２９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） 平成２９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２９年５月１日（月） 午後２時００分～ 岐阜県町村会会議室 

② 監査の対象     平成２８年度１月～３月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預貯金残高 



（２） 平成２９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      平成２９年７月２７日（木） 午後１時３０分～  当協会事務所 

② 監査の対象     平成２９年度４月～６月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預貯金残高 

  （３）平成２９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      平成２９年１０月２３日（月） 午後１時３０分～ 当協会事務所 

② 監査の対象     平成２９年度７月～９月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預貯金残高  

（４）平成２９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      平成３０年１月２６日（金） 午前１０時００分～ 当協会事務所 

② 監査の対象     平成２９年度１０月～１２月分 

月次決算計算書類、現金出納関係帳簿類、預貯金残高  

 ２ 平成２８年度分決算監査 

  当法人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 監査の実施日   ・市川 武雄 監事（公認会計士） 

及び場所       平成２９年５月１日（月）  午後２時～  岐阜県町村会会議室 

           ・藤原  勉 監事（本巣市長）  

           平成２９年５月９日（火）  午後２時～  本巣市役所 

          ・岡﨑 和夫 監事（池田町長） 

           平成２９年５月１１日（木） 午前１０時～ 池田町役場  

 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 助成団体等監査 

  当法人からの助成等に係る団体の出納関係事務を対象として、合規性・正確性の視点を中心に監査 

 を実施した。 

 １ 監査実施団体 岐阜県町村会 

２ 監査の対象  

（１）岐阜県県民ふれあい会館の入居費助成 

（２）地域活性化センター会費助成事業 

（３）岐阜県農業フェスティバル助成事業 

 ３ 監査対象年度 平成２８年度 

 ４ 監査人    市川 武雄 監事（公認会計士） 

５ 実施日    平成２９年１０月２３日（月） 



 ６ 場所       当協会事務所 

 ７ 監査結果 

監査対象の３事業については、岐阜県町村会の当該事業運営に相当の効果があったと認められ、 

当協会の助成事業として合規性・正確性の観点からも適切であると認められた。 

 

Ⅳ 県立入検査    

  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２７条第１項 

（第５９条第２項において読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づき当協会に対する岐阜県の

立入検査が実施されたので受検した。 

 検査対象年度   平成２６年度～平成２８年度 

 １ 実施日    平成２９年８月９日（水） 

 ２ 場所     岐阜県町村会会議室 

 ３ 検査結果  

   岐阜県から、改善を要する事項として「評議員会の議事録に、その作成を行った者の氏名が記載

されていないものがあるので、記載すること」との指摘があり、改善策として「決裁及び議事録

署名時に作成者氏名の有無を確認する」旨、県に対して回答した。 

 

Ⅴ 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。 

（１）貸借対照表（平成２９年３月３１日現在）  平成２９年６月２８日公告 

 ２ 登記 

（１） 役員等の変更の登記 

 役員等の変更登記の日  平成２９年５月１９日・７月１８日・平成３０年３月２日 

 ３ 報告・届出等 

（１） 行政庁への報告又は届出 

① 平成２８年度事業報告書、財務諸表等の提出（平成２９年６月２８日）  

② 公益法人の変更（役員）の届出（平成２９年８月３日） 

③ 公益法人の変更（役員）の届出（平成３０年３月９日） 

④ 平成３０年度事業計画書等の提出（平成３０年３月１２日） 

（２） 税務関係の届出 

① 法人市民税及び法人県民税の減免申請（平成２９年４月１０日） 

        

 

 

 

 



Ⅵ 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）                         ≪資料１≫ 

（１）サマージャンボ・サマージャンボミニ１億円・サマージャンボプチ１００万宝くじ受入分 

                       (H29.11.2   H29.11.16  受入)   (単位：円)  

※ 平成２８年度交付金 620,897,422 円   前年度対比 3,189,743 円の減 

（２）ハロウィンジャンボ・ハロウィンジャンボミニ宝くじ受入分   ≪資料２≫ 

(H30.1.9  H30.2.13 受入)    (単位：円) 

区  分 交付金 市町村交付額 全国納付額 

平成２８年度 

時効金配分額 
18,035,963 18,035,963 0 

平成２９年度 

収益金配分額 
225,098,415 225,098,415 0 

合  計 243,134,378 
243,134,378 

（預金利息 0 円を含む） 

 
0 

 
    ※ 平成２８年度交付金 306,147,704 円  前年度対比 63,013,326 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  １２，３８０，４５０，０００円（平成３０年３月３１日現在） 

貸付金利  ０．０１％（Ｈ２９年度） ～ １．３％（Ｈ１８年度） 

  ② 債券、定期預金等による運用  

    ※基金残高  １０，２３３，９４６，４４０円（平成３０年３月３１日現在） 

    ※定期性預貯金（平成３０年３月３１日現在） 

     ・大垣共立銀行定期      ３９，４９３，９６９円（Ｈ２９．４．２８） 

      （満期Ｈ３０．４．２７  利率０．０５％）        

区  分 交付金 
内    訳 

市町村交付額 全国納付額 公益事業充当分 

平成２８年度 

時効金配分額 
48,435,122 38,748,098 4,843,512 4,843,512 

平成２９年度 

収益金配分額 
569,272,557 455,418,048 56,927,254 56,927,255 

合  計 617,707,679 494,166,146 61,770,766 61,770,767 



     ・ぎふ農協定期        ５０，０００，０００円（Ｈ２９．４．２８） 

      （満期Ｈ３０．４．２７  利率０．１５％）    

     ・ぎふ農協定期       ２００，０００，０００円（Ｈ３０．３．２３） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１２％） 

・ぎふ農協定期     ３，３００，１１０，０００円（Ｈ３０．３．２３） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１２％）            

・ぎふ農協定期       ７００，０００，０００円（Ｈ３０．３．２９） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１２％）           

     ・大垣西濃信金定期     ８２１，０６０，０００円（Ｈ３０．３．２３） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１０２％）       

     ・大垣西濃信金定期     １００，０００，０００円（Ｈ３０．３．２９） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１０２％） 

・大垣西濃信金定期     ３００，０００，０００円（Ｈ３０．３．２９） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．１０２％）  

・十六銀行定期         ４，０００，０００円（Ｈ３０．３．２９） 

      （満期Ｈ３１．３．２２  利率０．０１％） 

 

Ⅶ 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。 

      平成２９年度新規貸付の状況 

・貸付団体   ８市  ５町  ２団体 

・貸付額    ２，３１７．６ 百万円 

・貸付日    平成３０年３月２６日（月） 

・貸付利率   ０．０１％（償還５年）及び ０．０２％（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） 

 ※ 平成２９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１億円・サマージャンボプチ１０

００万円 発売期間：平成２９年７月１８日～８月１０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 平成２９年度市町村交付金計算書              (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 617,707,679 

 全国市町村振興協会への納付額 61,770,766 

 公益事業充当額（１割） 61,770,767 

 市町村への交付額 494,166,146 

② 交付金交付日 平成２９年１２月２０日（水） 



③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％ 

   ※ 平成２９年度サマージャンボ等宝くじ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：平成２９年

１０月１１日～１０月３１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 平成２９年度市町村交付金計算書              (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 243,134,378 

 預金利息               0 

 市町村への交付額 243,134,378 

② 交付金交付日 平成３０年２月２７日（火） 

③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％  

※ 平成２９年度ハロウィンジャンボ宝くじ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             ４３１，４６４円  

  岐阜県町村会           ８，８３４，７４６円 

③ 岐阜県市長会災害派遣事業助成金      ６７６，４５８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        ６２０，３８５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。 

(※ 台風のため開催直前中止。発生費用分。) 

        岐阜県市長会                      ４６５，４７９円 

        岐阜県町村会                      １５４，９０６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。 

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。 

   ※ 平成２９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    多治見市 

開催期日   平成２９年１１月９日（木） 

会場     多治見市バロー文化ホール 

講師     パーソナリティー・書道家 矢野きよ実 氏 

演題     「動けばつながる」 

参加者    ３５０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 

４７市町村等   受講者 ２，８２６人   助成額 ５２，６４９，５９４円 

② 海外派遣研修助成金 

１９市町     参加者 ２ ０人     助成額  ２，０００，０００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 １２，０５５，９７５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 １１，０００，０００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                １，４８７，２６８円 

 （内訳） 県内３セク鉄道（３鉄道）停車駅ポスター掲示   １７４，５２８円 

      地域密着生活情報誌広告           １，３１２，７４０円 

・ハロウィンジャンボ宣伝活動費             １，５０３，３６０円 

  （内訳） 地域密着生活情報誌広告           １，５０３，３６０円 

                       合計   ２，９９０，６２８円 

 

    ※ 平成２９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７２３回サマージャンボ・第７２４回サマージャンボミニ１億円・第７２５回サマージャン

ボプチ１００万円 県別販売状況  ≪資料８≫ 

 

  ※ 第７２８回ハロウィンジャンボ宝くじ・第７２９回ハロウィンジャンボミニ 県別販売状況 

 ≪資料９≫  
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