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令和３年度  事 業 報 告 
 

第１ 事業の実施状況 

１ 資金貸付事業（定款第４条第１項第１号） 

市町村等の災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を

要する施設等整備事業に対し、次のとおり資金貸付を行った。 

 

（１）長期貸付金貸付状況（別表） 

・令和３年５月２８日  3,364,100,000 円（４３市町等、１０１事業） 

・令和４年３月３０日  1,142,900,000 円（１９市町等、３５事業） 

 

（２）長期貸付金貸付条件 

償還期限 
利  率 

R3.5.28 貸付 R4.3.30 貸付 

償還期間１０年(うち据置期間２年) 0.02％(58 事業) 0.1％ (16 事業) 

償還期間１２年(うち据置期間２年) 0.05％( 2 事業) 0.1％ ( 1 事業) 

償還期間１５年(うち据置期間３年) 0.1％ (21 事業) 0.1％ ( 3 事業) 

償還期間２０年(うち据置期間３年) 0.1％ (20 事業) 0.2％ (15 事業) 

※貸付利率…財政融資資金の貸付金利から0.3％を減じた率。 

ただし、財政融資資金の貸付金利が0.4％未満の場合は0.1％とし、 

0.1％未満の場合は財政融資資金と同率とする。(下限0.01%) 

 

（３）長期貸付金残高 

項  目 金  額 

期首長期貸付金残高 （Ａ） 34,626,124,000 円 

長期貸付金増加額  （Ｂ） 4,507,000,000 円 

長期貸付金償還額  （Ｃ） 4,228,688,000 円 

期末長期貸付金残高 （Ａ＋Ｂ－Ｃ） 34,904,436,000 円 

 

２ 市町村振興宝くじ交付金交付事業（定款第４条第１項第２号） 

（１）新宝くじ交付金交付事業 

   新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝くじ）の収益金をもって愛知県から

交付される交付金を、市町村が行う地方財政法第３２条に定める事業の財源として

活用してもらうため、名古屋市を除く全市町村に対し交付した。 

   交付額：781,501,000 円 
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（２）基金交付金交付事業 

    基金（サマージャンボ宝くじに係る収益金）の一部を、市町村が行う地方財政法

第３２条に定める事業の財源として活用してもらうため、名古屋市を除く全市町村

に対し交付した。 

   交付額：1,028,864,000 円 

   （令和３年度にサマージャンボ宝くじの収益金をもって愛知県から交付された交

付金のうち(一財)全国市町村振興協会へ納付する額を除いた額） 

 

３ 市町村職員研修事業（定款第４条第１項第３号） 

（１）研修事業 

市町村職員等の資質の向上と能力の開発を目的として設置した「研修センター」

において、市町村職員等に必要な専門的知識・技術の付与及び求められる能力の開

発による人材の育成を目的とした研修を行った。 

区分 コース数 回数 日数 受講者数 

階層別研修 ３コース ２１回 ３４日 ７９６人

専門研修 ２８コース ６１回 １１３日 １,８６４人

特別研修 ４コース ６回 １９日 ７０人

セミナー ２コース ３回 ３日 ２０２人

合  計 ３７コース ９１回 １６９日 ２,９３２人

※新型コロナウイルス感染症感染拡大のため中止した研修 

全日程中止 ９回、一部日程中止 ４回 

 

（２）協力援助事業 

 市町村単独で又は共同して企画実施する自主研修に対する支援・協力及び各種研

修情報の提供を行った。 

ア 市町村職員研修事業交付金交付事業 

新規採用職員から係長級職員を対象に、各市町村又は各地区の研修協議会が地

域の特性を活かし企画実施する研修に対し、８市８研修協議会へ 11,778,256 円

を交付した。 

 

イ 各種研修情報の提供事業等 

・研修の企画、実施に関する相談 

・講師の紹介 

・研修用教材等の整備、貸出し 

・研修情報の収集、提供 

・各地区研修協議会研修への講師派遣 

 

４ 市町村振興助成事業（定款第４条第１項第４号） 

市町村が連携又は共同で取り組む広域的な事業及び市町村が共同で設置した愛知県

市長会、愛知県町村会が実施する市町村振興事業に対し、次のとおり助成した。 
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（１）総合医養成推進事業 

地域医療の向上と県民の健康増進に寄与することを目的として、愛知県と市町村

が共同で、総合診療能力を有する医師の養成、その他地域医療に関する研究を行い、

将来的に市町村立病院等地域の医療を担う医療機関へ地域医療に貢献できる医師を

養成するため、地域医療学に関する寄附講座を開催するための費用を助成した。 

・寄附講座設置先及び寄附額 

   国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学  12,000,000円 

   公立大学法人名古屋市立大学         8,000,000円 

 

 （２）愛知県市長会及び愛知県町村会が実施する市町村振興事業に対する助成事業 

    市町村の連携を密にし、市町村行政の円滑な運営のために有益でかつ緊要な市町

村振興事業に対し助成した。 

・助成先及び助成額 

   愛知県市長会  20,000,000円 

   愛知県町村会  20,000,000円 

 

 （３）市町村対抗駅伝大会助成事業 

  新型コロナウイルス感染症感染拡大のため「愛知万博メモリアル 愛知県市町村

対抗駅伝競走大会」が中止されたことに伴い、当該助成事業は不執行とした。 

 

５ 地域の人材育成事業（定款第４条第１項第５号） 

地域住民の利益の増進に寄与することを目的とし、地域住民及び企業が積極的に地

域づくりに取り組んでいくため、広域的な人材育成を行う。 

（１）家庭介護者養成研修事業 

高齢社会が進行するなか、要介護高齢者に対する家庭介護機能を充実させるため、

住民を対象に、家庭介護に必要な専門知識・技術を修得させるための家庭介護研修

を行った。 

この研修は、当協会と市町村が共同で開催し、市町村の要望に応じてそれぞれの

市町村ごとに、各種メニュー方式により専門機関に委託して実施した。 

・実施市町村数    ２８市１０町村１団体 

・実施件数      １５１件 

・受講者数      ４，１０３人（延べ人数） 

・委託先       学校法人日本福祉大学社会福祉総合研修センター 

 

６ 市町村の振興に関する調査研究事業（定款第４条第１項第６号） 

 住民福祉の担い手である市町村の政策形成の推進を目指し、市町村及び愛知県とと

もに広域的な課題の調査研究、情報提供等を次のとおり実施した。 

（１）政策課題に関する調査研究事業 

ア 市町村行財政セミナーの開催 

地方自治制度、地方財政制度を巡る動きや地方分権改革の方向性などについて

タイムリーな情報を市町村職員等に提供するため、愛知県と共同でセミナーを開

催した。 

 

・開催日及び場所 
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 第１回 令和３年 ８月 ２日（月） ＷＥＢ開催（講義） 

     令和３年 ８月３０日（月）、３１日（火） ＷＥＢ開催（演習） 

 第２回 令和３年１２月２７日（月） オンライン配信 

 第３回 令和４年 ２月１７日（木） オンライン配信 

 

※新型コロナウイルス感染症感染拡大等のため、以下の説明会等を中止した。 

・普通交付税関係事務研修会 

・地方債事務取扱説明会 

・固定資産税（償却資産）研修会 

・市町村財政担当課長会議 

 

（２）市町村の行財政に関する調査研究事業 

ア 市町村手帳の作成 

適正かつ円滑な行政事務を図るため、市町村及び一部事務組合等の概要を一覧

にした「令和４年版愛知県市町村手帳」を愛知県と共同で作成し、市町村等に配

布した。 

・作成部数  ２,７００部 

 

イ 市町村のあらましの作成 

（ア）市町村行財政のあらまし 

令和３年度に実施した市町村の行財政に関する調査結果を愛知県と共同で

取りまとめ、市町村等に配布した。 

・作成部数  ２９０部 

 

（イ）市町村の公営企業のあらまし 

市町村が経営する公営企業を対象として実施した「令和２年度地方公営企

業決算状況調査」の調査結果を愛知県と共同で取りまとめ、市町村等に配布

した。 

・作成部数  ４００部 

 

第２ 資産管理 

１ サマージャンボ宝くじの収益金に係る愛知県交付金受入状況 

交 付 

年月日 
区 分 愛知県交付金 

左 の 内 訳 

愛知県協会分(90%) 全国協会分(10%)

R3.10.29 確定分 1,050,179,360 円   945,161,425 円 105,017,935 円

R3.11.30 時効分    93,032,913 円  83,729,622 円  9,303,291 円

合  計 1,143,212,273 円 1,028,891,047 円 114,321,226 円
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２ 基金積立資産の状況 

項  目 金  額 

期首基金積立資産残高（Ａ） 9,321,276,722 円

積

立 

サマージャンボ宝くじ収益金（愛知県協会分） 1,028,891,047 円

長期貸付金償還金   4,228,688,000 円

計（Ｂ） 5,257,579,047 円

取

崩 

長期貸付金 4,507,000,000 円

基金交付金 1,028,864,000 円

市町村職員研修事業 116,384,804 円

市町村振興助成事業 20,000,000 円

地域の人材育成事業 19,725,975 円

計（Ｃ） 5,691,974,779 円

期末基金積立資産残高（Ａ＋Ｂ－Ｃ） 8,886,880,990 円

 

第３ 会議等の開催 

１ 理事会の開催 

会議名 開催日 議  題 

第１回 

理事会 

R3.5.27 

WEB 会議 

１．令和２年度事業報告について 

２．令和２年度決算について 

３．令和３年度定時評議員会の開催について 

報告事項 

 ①理事長及び常務理事の職務執行状況の報告につい

て 

 ②研修センター海外派遣研修について 

第２回 

理事会 

R3.7.7 

決議の省略 
１．理事長（代表理事）の選定について 

第３回 

理事会 

R3.12.7 

決議の省略 
１．令和３年度第１回臨時評議員会の開催について 

第４回 

理事会 

R4.2.4 

決議の省略 
１．令和３年度第２回臨時評議員会の開催について 

第５回 

理事会 
R4.2.22 

１．令和４年度事業計画及び収支予算等について 

報告事項 

 ①理事長及び常務理事の職務執行状況の報告につい

  て 

②令和３年度地方債に係る資金貸付について 
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２ 評議員会の開催 

会議名 開催日 議  題 

定時評議員会
R3.6.30 

WEB 会議 

１．令和２年度決算について 

２．評議員の補欠選任について 

３．理事の補欠選任について 

報告事項 

令和２年度事業報告について 

第１回 

臨時評議員会

R3.12.15 

決議の省略 

１．評議員の補欠選任について 

２．理事の補欠選任について 

第２回 

臨時評議員会

R4.2.17 

決議の省略 

１．評議員の補欠選任について 

２．理事の補欠選任について 

 

３ 研修企画会議の開催 

会議名 開催日 議  題 

第１回 

研修企画会議

R3.7.26 

WEB 会議 

１ 令和２年度研修センター決算について 

２ 令和２年度研修事業の実施結果について 

３ 令和３年度研修事業の実施状況について 

４ 令和４年度研修事業の計画について 

５ 研修センター基本方針の策定について 

第２回 

研修企画会議

R4.1.17 

WEB 会議 

１ 令和３年度研修事業の実施状況について 

２ 令和４年度研修事業の計画（案）について 

３ 令和４年度研修センター予算（案）について 

４ 研修センター研修基本方針（案）について 

 

４ 研修企画委員会の開催 

会議名 開催日 議  題 

第１回 

研修企画 

委員会 

R3.8.3 

WEB 会議 

１ 令和２年度研修センター決算について 

２ 令和２年度研修事業の実施結果について 

３ 令和３年度研修事業の実施状況について 

４ 令和４年度研修事業の計画について 

５ 研修センター基本方針の策定について 

第２回 

研修企画 

委員会 

R4.1.31 

WEB 会議 

１ 令和３年度研修事業の実施状況について 

２ 令和４年度研修事業の計画（案）について 

３ 令和４年度研修センター予算（案）について 

４ 研修センター研修基本方針（案）について 

 

５ 監事監査の実施 

本協会の令和２年度の事業報告及び決算について、令和３年５月１７日に監事監査

を実施した。 

 

６ その他 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２７条第１項の規定に基づ

き、愛知県による運営組織及び事業活動に関する立入検査が、令和３年１２月２０日

に実施された。  
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別表

①令和３年５月２８日貸付（令和２年度地方債に係る貸付） （単位：千円）

団体名 貸付額
期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

豊橋市 112,000 20 一般単独事業 一般事業 その他事業 斎場整備事業

岡崎市 112,000 10 一般単独事業 一般事業 その他事業 奈良井貯留池耐震補強事業

一宮市 7,500 20
一般単独事業
緊急自然災害防止対策事業

遊水地築造事業

瀬戸市 112,000 20
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

小中一貫校整備

半田市 112,000 10 公共事業等
東海旅客鉄道武豊線半田駅付近連
続立体交差事業

春日井市 112,000 15 一般単独事業 一般事業 その他事業 土地開発公社経営健全化事業

豊川市 112,000 15 一般単独事業 旧合併特例事業
ネットワーク道路整備事業
(八幡地区周辺整備事業)

37,100 10 公共事業等 湛水防除事業

12,100 10 公共事業等 地盤沈下対策事業

19,700 10 公共事業等 特定農業用管水路等特別対策事業

13,700 15 公共事業等
社会資本整備総合事業(都市再生整
備計画事業・街なみ環境整備事業)

8,500 15 公共事業等 社会資本整備総合事業(公園)

9,800 15 公共事業等
社会資本整備総合事業
(道路・橋りょう)

刈谷市 112,000 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

住吉幼稚園移転新築事業

豊田市 58,600 10 一般単独事業 地方道路等整備事業 街路建設事業(豊栄河合線)

12,700 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

体育施設整備事業
(総合体育館外壁及び防水改修)

27,400 20 一般単独事業 緊急防災・減災事業
西尾勤労会館運営事業(体育館非構
造部材耐震化対策等工事)

79,200 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

蒲郡中学校テニスコート整備事業

32,800 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

竹島小学校外壁改修事業

85,800 20
公共事業等及び
一般単独事業 地方道路等整備事業

道路新設改良事業

10,500 20
公共事業等及び
一般単独事業 地方道路等整備事業

橋梁改築事業

常滑市 9,700 20 一般単独事業 一般事業 その他事業 新庁舎建設事業

32,000 15 公共事業等 布袋駅付近鉄道高架化整備事業

16,400 15 公共事業等 布袋駅エスカレーター設置事業

小牧市 112,000 20 一般単独事業 一般事業 その他事業 市営駐車場施設整備事業

13,800 10 公共事業等 用排水施設整備事業

1,000 10 公共事業等 地盤沈下対策事業

4,300 10 一般単独事業 旧合併特例事業
水路等整備事業／三宅川雨水対策
水路等整備事業

5,700 10 一般単独事業 旧合併特例事業
消防施設整備事業／第６分団詰所
整備事業

令和３年度　資金長期貸付額一覧表

津島市

西尾市

蒲郡市

犬山市

江南市

稲沢市
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団体名 貸付額

期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

新城市 25,200 10
教育･福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

クリーンセンター整備事業

900 15 公共事業等 小清水橋維持補修事業

900 15 公共事業等 順見橋維持補修事業

800 15 公共事業等 仲新田橋維持補修事業

16,900 15 公共事業等 ハノ割橋維持補修事業

92,500 15 公共事業等 加家高架橋維持補修事業

大府市 28,000 10 一般単独事業 一般事業 その他事業
保健センター整備事業
（外壁補修工事）

4,700 10 一般単独事業 一般事業 その他事業 公園整備事業

104,400 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

旧保健センター等解体事業

20,600 10 一般単独事業 地域活性化事業 庁舎照明設備等改修事業

36,200 10 一般単独事業 地域活性化事業 中央公民館照明設備等改修事業

11,700 10 一般単独事業 地域活性化事業 文化会館照明設備等改修事業

10,800 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

幹線市道路面緊急対策事業

尾張旭市 112,000 10 公共事業等 北原山土地区画整理事業

12,800 20
公共事業等及び
一般単独事業 地方道路等整備事業

道路整備事業(三高駅東線)

5,200 20 公営住宅建設事業 湯山住宅屋上防水修繕事業

200 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

港小学校渡り廊下改修事業

30,300 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

高浜中学校屋外トイレ改修事業

17,500 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

高浜中学校受水槽更新事業

10,700 10 公共事業等 岩倉西春線道路改良事業

15,200 10 公共事業等 桜通線街路改良事業

41,400 10 公共事業等 石仏公園整備事業

6,400 10 公共事業等 橋梁長寿命化事業

7,400 10 公共事業等 名鉄石仏駅等整備事業

23,400 10 公共事業等 夢さくら公園整備事業

38,500 15
教育･福祉施設等整備事業
社会福祉施設整備事業

二村台保育園園舎・トイレ改修工
事

48,100 15
教育･福祉施設等整備事業
施設整備事業（一般財源化分）

二村台保育園園舎・トイレ改修工
事

田原市 112,000 20 一般単独事業 旧合併特例事業 認定こども園施設整備支援事業

87,000 15 一般単独事業 旧合併特例事業 新清洲駅付近鉄道高架整備事業
R1年度
繰越事業

112,000 15 一般単独事業 旧合併特例事業 新清洲駅付近鉄道高架整備事業

東海市

知多市

知立市

高浜市

岩倉市

豊明市

清須市
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団体名 貸付額

期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

北名古屋市 111,600 20 一般単独事業 旧合併特例事業 認定こども園整備事業

弥富市 20,100 10 公共事業等
県営特定農業用管水路特別対策事
業地方負担金

3,600 20 公共事業等 公園整備事業

3,900 15 公共事業等 道路整備事業

72,100 20 公共事業等 公共施設整備事業

11,100 10 公共事業等 湛水防除事業費負担金

8,200 10 公共事業等 地域用水環境整備事業費負担金

1,100 10 公共事業等 地盤沈下対策事業費負担金

33,500 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

南中学校増築事業

25,400 10 一般単独事業 一般事業 その他事業 リニモテラス整備事業

9,700 15 一般単独事業 地方道路等整備事業 愛知池線舗装修繕事業

6,000 15 一般単独事業 地方道路等整備事業 橋梁長寿命化修繕事業

16,500 15 一般単独事業 地方道路等整備事業
白土・涼松地区計画道路14号整備
事業

18,500 15 一般単独事業 地方道路等整備事業
白土・涼松地区計画道路31号整備
事業

1,700 10 一般単独事業 地方道路等整備事業 町道防護柵整備事業

44,900 10 公共事業等 貯留槽設置事業

6,100 12 一般単独事業 地方道路等整備事業 主要幹線道路整備事業

2,900 12 一般単独事業 緊急防災・減災事業
防災行政無線(移動系)デジタル更
新事業

蟹江町 112,000 20 公共事業等 自由通路等整備事業

阿久比町 4,500 10
防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業

地震対策ため池防災事業

東浦町 8,100 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

小学校施設整備事業

600 10 公共事業等 山ノ神避難場所・避難路整備事業
R1年度
繰越事業

1,600 10 公共事業等 県営防災ダム事業負担金(公共)

3,200 10 公共事業等 漁港整備事業

6,700 10 公共事業等 県営漁港事業負担金(公共)

6,800 10 公共事業等 橋りょう長寿命化対策事業

9,300 10 公共事業等 道路ストック長寿命化対策事業

2,000 10
防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業

県営防災ダム事業負担金

6,100 10
防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業

県営漁港事業負担金(強靭化)

2,100 10 一般単独事業 緊急防災・減災事業
農業用施設整備事業
(避難路整備事業)

南知多町

みよし市

あま市

長久手市

東郷町

扶桑町
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団体名 貸付額

期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

南知多町 13,200 10 一般単独事業 緊急防災・減災事業 総合体育館整備事業

13,600 20 一般単独事業 一般事業 その他事業 都市公園整備事業
R1年度
繰越事業

13,500 10 一般単独事業 地方道路等整備事業 道路新設改良事業

42,500 10
教育･福祉施設等整備事業
社会福祉施設整備事業

緑丘児童クラブ別棟新築工事
(工事・監理委託)

23,000 10 一般単独事業 一般事業 その他事業

知多武豊駅東土地区画整理事業(補
助分)･(継足単独分)･(宅地造成工
事･物件移転補償･上下水道負担金･
調査設計)

4,000 10 一般単独事業 一般事業 その他事業
公園緑地整備事業
(中央公園整備事業)

5,600 10 一般単独事業 一般事業 その他事業
社会教育施設整備事業(町民会館舞
台機構設備更新工事)

19,100 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

衣浦小学校北館屋上防水工事・監
理

17,700 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

緑丘小学校屋内運動場屋根防水改
修工事

75,100 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

中央小学校校舎増築事業

36,900 10
教育･福祉施設等整備事業
社会福祉施設整備事業

短期入所施設建築事業

尾張東部
衛生組合

112,000 10
教育･福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

焼却施設基幹的設備改良工事

団体数　　４３
事業数　１０１

②令和４年３月３０日貸付（令和３年度地方債に係る貸付） （単位：千円）

団体名 貸付額
期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

一宮市 104,500 20
一般単独事業
緊急自然災害防止対策事業

遊水地築造事業
R2年度
繰越事業

豊川市 117,000 10 一般単独事業 防災対策事業 音羽文化ホール空調設備改修事業

新城市 86,800 10
教育･福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

クリーンセンター整備事業
R2年度
繰越事業

知立市 28,800 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

幹線市道路面緊急対策事業

9,600 20 公共事業等
道路橋りょう修繕工事事業　舗装修
繕工事（市道宮裏高畑線）

4,100 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

港小学校倉庫設置工事事業

1,800 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

翼小学校給食調理室改修工事事業

7,800 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

南中学校北校舎非常階段改修工事
事業

16,600 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

南中学校給食調理室改修工事事業

2,300 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

南中学校ガス管更新工事事業

4,800 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

高浜中学校屋内運動場放送設備更
新工事事業

38,600 20
防災・減災・国土強靭化緊急対策事
業及び教育･福祉施設等整備事業 学
校教育施設等整備事業

高浜中学校トイレ改修工事事業

高浜市

3,364,100

美浜町

武豊町

幸田町

合計
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団体名 貸付額

期間
(年)

事　業　区　分 事　　業　　名 備考

15,100 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

高浜中学校プール改修工事事業

1,800 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

高浜中学校駐輪場増設工事事業

14,500 20
教育･福祉施設等整備事業
社会福祉施設整備事業

ケアハウス屋上防水工事事業

愛西市 15,600 10 一般単独事業 旧合併特例事業 立田文化財資料倉庫解体事業

みよし市 2,200 15 公共事業等 道路整備事業
R2年度
繰越事業

東郷町 8,700 15 一般単独事業 地方道路等整備事業 桝池・傍示本線整備事業
R2年度
繰越事業

豊山町 27,000 10 一般単独事業 一般事業 その他事業 役場議場放送設備更新工事事業

大口町 85,000 20 公共事業等
（仮称）大口北防災拠点施設整備事
業

扶桑町 20,200 12 一般単独事業 緊急防災・減災事業
防災行政無線(移動系)デジタル更
新事業

R2年度
繰越事業

6,000 10
教育･福祉施設等整備事業
施設整備事業（一般財源化分）

宮津保育園外壁改修事業

2,800 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

オアシスセンター長寿命化事業

2,300 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

幼稚園施設長寿命化事業

12,300 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

図書館施設長寿命化事業

19,500 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

英比小学校施設長寿命化事業

2,600 10
一般単独事業
公共施設等適正管理推進事業

中央公民館施設長寿命化事業

東浦町 60,800 10
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

小学校施設整備事業

19,000 10 公共事業等 漁港整備事業
R2年度
繰越事業

6,900 10 一般単独事業 緊急防災・減災事業 豊浜防災拠点施設整備事業
R2年度
繰越事業

美浜町 16,100 20 一般単独事業 一般事業 その他事業 都市公園整備事業
R2年度
繰越事業

尾張東部
衛生組合

117,000 10
教育･福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

焼却施設基幹的設備改良工事

刈谷知立
環境組合

117,000 15
教育･福祉施設等整備事業
一般廃棄物処理事業

ごみ処理施設整備事業

北名古屋
衛生組合

117,000 20
教育･福祉施設等整備事業
学校教育施設等整備事業

余熱利用施設建設

海部東部
消防組合

30,800 10
一般単独事業 一般事業
消防・防災施設整備事業

消防ポンプ自動車整備事業

団体数　　１９

事業数　　３５
合計

高浜市

阿久比町

南知多町

1,142,900
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※附属明細書について 

 

令和３年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 

３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在 

しないので作成しない。 

 

公益財団法人 愛知県市町村振興協会 

 

 

 


