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 平成３０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。 

平成３０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 平成３０年５月２３日（水） 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２９年度事業報告について 

      ② 平成２９年度収支決算について 

      ③ 平成３０年度第１回定時評議員会の開催について 

     報告    ① 平成３０年度第１回業務執行報告 

② 平成３０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  平成３０年６月６日  

  議案    ① 理事の任期満了に伴う選任候補者の推薦について          

② 評議員及び監事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  平成３０年６月２１日 

議案    ①理事長（代表理事）及び常務理事（代表理事）の選定について     

  （４）第４回臨時理事会 

     開催日時 平成３１年２月４日（月） 午後１時２５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３１年度事業計画について 

② 平成３１年度収支予算について 

③ 平成３０年度収支補正予算について 

④ 平成３０年度第２回臨時評議員会の開催について 

     報告     ① 平成３０年度第２回業務執行報告 

            ② 平成３０年度第２回職務執行状況報告 

 

 



２ 評議員会 

（１）第１回定時評議員会 

     開催日時 平成３０年６月２１日（木） 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２９年度収支決算について 

            ② 理事の任期満了に伴う選任について  

            ③ 評議員及び監事の辞任に伴う補欠選任について 

     報告     ① 平成２９年度事業報告 

② 平成３０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 平成３１年３月１日（月） 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３１年度事業計画の承認について 

            ② 平成３１年度収支予算の承認について 

            ③ 平成３０年度収支補正予算の承認について 

     報告     ① 平成３０年度第２回業務執行報告 

            

Ⅱ 監事による監査の実施 

  平成３０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３０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３０年４月２４日（木） 午後２時～   岐阜県町村会会議室 

② 監査の対象     平成２９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） 平成３０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３０年７月２４日（火） 午後１時３０分～  当協会事務所 

② 監査の対象     平成３０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）平成３０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３０年１０月２３日（火） 午後１時３０分～ 当協会事務所 

② 監査の対象     平成３０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）平成３０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３１年１月３１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２９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３０年４月２４日（火） 午後２時～ 岐阜県町村会会議室 

           ・冨田 成輝 監事（可児市長）  

           平成３０年５月１日（火）  午前１０時３０分～  可児市役所 

          ・木野 隆之 監事（輪之内町長） 

           平成３０年５月２日（水）  午前１０時３０分～ 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３０年３月３１日現在）  平成３０年６月２１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  平成３０年６月２９日 

 ３ 報告・届出等 

（１） 行政庁への報告又は届出 

① 平成２９年度事業報告書、財務諸表等の提出（平成３０年６月２６日）  

② 公益法人の変更（役員）の届出（平成３０年８月２日） 

③ 平成３１年度事業計画書等の提出（平成３１年３月１５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３０年４月１３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≫ 

             (平成３０年１１月 及び  平成３０年１２月 受入) (単位：円)  

※平成２９年度交付金 ６１７，７０７，６７９円   前年度対比６７，４２３，９２３円の減 

（２）ハロウィンジャンボ宝くじ等受入分   ≪資料２≫ 

(平成３１年１月 及び 平成３１年２月受入)    (単位：円) 

区  分 交 付 金 

平成２９年度 

時効金配分額 
１５，２３３，１８１ 

平成３０年度 

収益金配分額 
２９１，７２９，５４３ 

合  計 ３０６，９６２，７２４ 

※平成２９年度交付金 ２４３，１３４，３７８円  前年度対比 ６３，８２８，３４６円の増  

 

 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  １２，６３６，４７０，０００円（平成３１年３月３１日現在） 

貸付金利  ０．０１％（平成３０年度） ～ １．０％（平成１９年度） 

 

② 債券、定期預金等による運用  

・基金積立資産 １０，０００，７３８，７１０円（平成３１年３月３１日現在） 

   

区  分 交 付 金 

平成２９年度 

時効金配分額 
３０，７３５，７９８ 

平成３０年度 

収益金配分額 
５１９，５４７，９５８ 

合  計 ５５０，２８３，７５６ 



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。 

      平成３０年度新規貸付の状況 

・貸付団体   １２市  ３町  ４団体 

・貸付額    ２，０６６．３ 百万円 

・貸付日    平成３１年３月２５日（月） 

・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） 

  ※平成３０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：平成３０年７月９日

～８月３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３０年度市町村交付金計算書                  (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 ５５０，２８３，７５６ 

 全国市町村振興協会への納付額 ５５，０２８，３７４ 

 公益目的事業充当額（２割） １１０，０５６，７５１ 

 市町村への交付額 ３８５，１９８，６３１ 

② 交付金交付日 平成３１年１月１８日（金） 

③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％ 

   ※平成３０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：平成３０年

１０月１日～１０月２３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３０年度市町村交付金計算書                  (単位：円) 

 岐阜県からの交付額 ３０６，９６２，７２４ 

 預金利息                  ０ 

 市町村への交付額 ３０６，９６２，７２４ 

② 交付金交付日 平成３１年２月２８日（木） 

③ 配分基準   均等割４０％、人口割６０％  

※平成３０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             ４１６，６７７円  

  岐阜県町村会           ８，５３１，９５７円 

③ 岐阜県市長会災害派遣事業助成金      ６３７，９４２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        ８０９，８８５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                      ６０７，６６２円 

        岐阜県町村会                      ２０２，２２３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３０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    関市 

開催期日   平成３０年１１月７日（水） 

会場     関市わかくさ・プラザ 

前半講師   総務省 田中佑典氏 ・ 内閣官房 髙田裕介氏 

演題     「シェアリングエコノミーによる地方の社会課題解決」 



後半講師   株式会社エニシア 市川武史氏 

演題     「イチから学ぼうＬＧＢＴ」 

参加者    ３３２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 

４５市町村等     受講者 ２，６３６人      助成額 ５１，１４６，０１２円 

② 海外派遣研修助成金 

１４市町       参加者 １４人         助成額   １，４００，０００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 １１，０００，０００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（地域密着生活情報誌広告）    １，５０３，３６０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）   １，３６５，１２０円             

                          合計    ２，８６８，４８０円 

     

 ※平成３０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７５４回サマージャンボ宝くじ・第７５５回サマージャンボミニ 県別販売状況 

≪資料８≫ 

 

   ※第７６５回ハロウィンジャンボ宝くじ・第７６６回ハロウィンジャンボミニ 県別販売状況 

 ≪資料９≫  

 

 


