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平成27年度事業報告書

Ⅰ　公益目的事業

1　資金貸付事業(定款第4条第1号)

(1)長期貸付

Q)災害復旧関係

貸付額　　なし

②　一般単独事業等

貸付時期 ��ﾙWHｧ｢�資金内訳 剔ﾝ付先 
全国資金 冏ｸｺh檍��ｾ��

5月 涛湯ﾃ���ﾃ���冷�300,000,000円 田湯ﾃ���ﾃ���冷�4市 

3月 ��ﾃ���ﾃ���ﾃ���冷�100,000,000円 涛��ﾃ���ﾃ���冷�6市2組合 

計 �"ﾃ���ﾃ���ﾃ���冷�400,000,000円 ��ﾃc��ﾃ���ﾃ���冷�7市2組合 

(2)短期貸付

貸付額　　なし

長期貸付額及び貸付残高推移

15.123
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長期貸付貸付残高一覧表

平成28年3月31日現在(単位=円) 

市町村名 ��ﾙWHｧ｢�市町村名 ��ﾙWHｧ｢�

甲府市 都Srﾃ�S������南部町 ���

富士吉田市 �#s�ﾃC�2ﾃ33b�富士川町 �#C"�#cづ33��

都留市 鉄#"ﾃ�cbﾃcs"�昭和町 ���

大月市 ��C�紊32ﾃ33b�道志村 途ﾃ#C�ﾃ����

韮崎市 涛ゅ都������西桂町 免ﾂﾃ�#�ﾃ����

南アルプス市 ��c�ﾃン�ﾃ����忍野村 ���

甲斐市 ��ﾃ#釘ﾃャづ3C��山中湖村 ���

笛吹市 都C�ﾃ3S2ﾃ3CB�鳴沢村 ���

北仕市 �"ﾃSs�ﾃsC�ﾃsCb�富士河口湖町 鼎Bﾃ���ﾃ����

上野原市 ��ﾃCビﾃ3�������小菅村 ���

山梨市 �"�3sゅ�3ゅ3C"�丹波山村 ���

甲州市 �"ﾃ#�"���づ3S��≡:享;J菜墓室…≦二三二:-附州.-.....uJ:二:.】ヤーJJ-..ti､.i.二 ��

～:≡.:;:::.メ:JP._b;,.A 

中央市 ��srﾃ���ﾃ��b�甲府地区広域 行政事務組合 鉄SづcS�ﾃ����

:二=={二<.1*;～,=.:-:≡:/}1<:■:1;.I.､J榊:二7.-=::Ll_i::‡許Jl �8ﾈ�)yﾂ�ﾗ9�ﾘ駟k��xﾘr�332.500,000 

市川三郷町 �#ビﾃsSづ3c��峡北広域 行政事務組合 都sR紊#�ﾃ����

早川町 ���峡南広域 行政組合 鼎づ3�������

身延町 鑓蔗� ��I:.:'='..J柵`J>:.::=戸.三=さガ_.1..那:1孝二=;jニ1:吏=くJlj= ��

･買付市町村13市5町村4組合 剄㈹v ��R��#2ﾃ���ﾃ�澱�

※全国協会資金残高　4,075,678.340円

本協会資金残高11,047,511.856円
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2　市町村振興宝くじ交付事業(定款第4条第2号)

(1)オータムジャンボ宝くじ発売実績及び県交付金

①発売計画額　　3 9 0億円

②発売実績
､+ 僣H茯�蔚ｹhy�B�発売額 ���餒B�

全国 ��#津���ﾃs�9hr�38,724,237,900円 ��2ﾃ�2Y�ﾒ�

山梨県 ��ﾃ�3づ�#yhr�311,438,100円 免ﾂ綯Y�ﾒ�

③収益金交付金

(単位:円)

県交付金 

概算交付額 ��ビﾃ涛bﾃ�#��

追加交付額 ��ﾃ3#"ﾃ�#��

時効金交付額 澱ﾃs釘ﾃ��R�

計 ��澱ﾃ��2ﾃ�Sb����
前年比14.03%増 

(2)市町村交付金
･収益金交付金　196,113,056円(A)

･ 26年度繰越額　　　　27.139円

計　　　　196, 140,195円(B)

(市町村交付金交付規程及び市町村交付金交付細則に基づき算出)

1

196,129,000円(C)

○　次年度繰越額
･交付金残額　　　　11,195円(B)-(C)

･利息収入　　　　　16,654円__

計　　　　　　27,849円
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平成27年度薪市町村振興宝くじ(オータムジャンボ宝くじ)市町村交付額
(配分割合:均等割40%　人口割60%)

単位:円 

市町村名 仂�9乖H*ﾓC�R��人口 (22年Eg調) 戊ﾏｸｨBツ�R��計 佰�WHｧ｢�

甲府市 �2���"繝�"�198.992 �#r��32ﾃCCR�30.136,327 �3�ﾃ�3bﾃ����

富士吉田市 ��ﾃ3Srﾃ3s��50.619 澱ﾃ��"��#b�8.259.497 唐ﾃ#S偵����

都留市 ���3Sr�3s��33.588 釘經s偵ピ2�5.937,244 迭纉3rﾃ����

大月市 ��ﾃ3Srﾃ3s��28,120 �2ﾃ�3Bﾃ#ビ�5,191.658 迭ﾃ��������

韮崎市 ��ﾃ3Sr�3s��32.477 釘ﾃC#ゅ3�2�5.785.754 迭ﾃsコ�����

南アルプス市 迭紊#津Cィ�72,635 湯纉�B���R�15,333.589 ��R�332ﾃ����

甲斐市 �2經#偵�cB�73,807 �����c2纉�2�13.593.077 ��2ﾃS�2�����

笛吹市 唐ﾃ�CB�##b�70.529 湯ﾃc�bﾃ鼎2�17.761,169 ��r縱c�ﾃ����

北杜市 湯�#3���#"�46,968 澱紊�Bﾃ#澱�15.634,418 ��R緜3B�����

上野原市 �"ﾃs�BﾃsC"�27,114 �2緜途���R�6.411,857 澱ﾃC��ﾃ����

山梨市 滴�ｳ�s"ﾃ��2�36.832 迭��#"ﾃ#�r�9.094.320 湯ﾃ�釘�����

甲州市 釘ﾃ�s"���2�33,927 釘ﾃc#b��途�8,698.210 唐緜唐�8ﾖ��

中央市 釘��s"ﾃ��2�31,322 釘ﾃ#s�ﾃンB�8,343,007 唐�3C2�����

紺?iZS塩;義. �� �� 

市川三林町 釘��s"ﾃ��2�17,111 �"ﾃ332��c��6,405,274 澱ﾃC�Rﾃ����

早川灯 ���3Sr�3s��1.246 ��c津ン��1,527.269 ��ﾃS#r�����

身延町 �2ﾃS#津�cB�14.462 ��纉s�ﾃ鉄��5,501.122 迭ﾃS��ﾃ����

南部町 �"ﾃ�s�ﾃs�2�9,011 ���##ゅc���3.400.483 �2ﾃC�������

富士川町 �"縱�BﾃsC"�16.307 �"ﾃ##2經3"�4,938.274 釘纉3ゅ����

昭和町 ���3Srﾃ3s��17.653 �"ﾃC�r��cR�3,764,436 �2ﾃscB�����

道志村 ���3Srﾃ3s��1.919 �#c�緜cB�1.619,035 ��ﾃc�津����

西桂町 ���ｳ3Sr�3s��4,541 田�津�ッ�1.976,557 ��ﾃ都b�����

忍野村 ���3Sr�3s��8.635 ����srﾃC#��2,534.792 �"ﾃS3Bﾃ����

山中湖村 ��ﾃ3Sr�3s��5.324 都#R纉S��2.083,322 �"ﾃ��2�����

鳴沢村 ��ﾃ3Srﾃ3s��2.964 鼎�B��SR�1.761,526 ��縱c�ﾃ����

富士河口湖町 釘��SR紊Cr�25.471 �2紊s2��ィ�7.528,531 途經#ゅ����

小菅村 ���3Srﾃ3s��816 ����ﾃ#cR�1.468,636 ��紊cづ����

丹波山村 ��ﾃ3Sr�3s��685 涛2紊�2�1,450.774 ��ﾃCS�ﾃ����

汚毒-=3.-根-⊆⊇■誹を.さき きき衰…≡三宅棚謹鵡崩毒.巨~ ��･}#=?義一､-~､は 

こ競廃語蜘衰 啌��(�ﾈｻ�俘��*ｸ蕀9�.(ｶﾈ-ﾂ�X揄Ih鑛$停��ｨﾙH�����りｽ�韜9����ｲﾂ�j;.一髪､宝器蔓も,i≠_雛強繭. 

合計 都ゅCSbﾃ�C��863.075 ���rﾃcィ���r�196.140.158 ��澱��#剃$��
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250,000

オータムジャンボ宝くじ市町村交付金推移(単位‥千円)

13 14 15 16 17 18 19　20　21 22　23　24　25　26　27

巨三重司

3　市町村職員人材育成事業(定款第4粂第3号)

(1)第20回地方行財政セミナー開催

平成27年7月22日　　山梨県自治会館講堂(79人出席)

◇ ｢山梨県の観光振興とスポーツ振興を考える｣

講師　京都大学経営管理大学院特命教授

大阪観光局理事長兼局長､元観光庁長官

元大分トリニータ社長　　　　　　　　溝畑　　宏　氏

(2)第31回山梨県市町村自治講演会の開催

平成28年2月4日　　山梨県自治会館講堂(304人出席)

◇ ｢日本人の知らない中国の現実｣

講師　ジャーナリスト

拓殖大学海外事情研究所教授　　　　富坂　　聴　氏
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(3)第16回市町村職員先進施策調査研修の開催

先進的な施策を実施している市区町村等をテーマ別に次のとおり調査研修を行った｡

なお､研修参加者のレポートを取りまとめた｢研修報告書｣を作成し､市町村等-配

付した｡

コ-ス 侈H�8ｯｨｭB�F研修先 伜����9*ﾉ�｢�ｷ�-��ﾈ蹴�

子どもの貧困対策 ��◇埼玉県越谷市 俟)Wｸ�2�"��H27.ll.9-10 �ｩ$ｨ�9�hｨ移(ｸx�(��,x.�,ﾈｧx�辷�馼ｼh,ﾚB�韮崎市 

生活保護世帯及び生活困窮世帯の中学生､高校 生､その保護者等に対して､輝きを持ってそれ ぞれの人生を送っていけるよう､中学生.高校 生を対象とした学習教室の開催､家庭訪問等に よる子どもやその親-の相談支援､農業体験や 福祉施設での就労体験等による就労意欲の喚 起を行うとともに､近隣4市と共同して､それ ぞれの学習教室や就労体験等の相互利用を行 っているD また､自立相談支援事業と連携することで､ 世帯員の状況を把握し､学習支援が必要な子ど もを発見､学習支援事業-の橋渡しを可能とし ているo ◇東京都荒川区 荒川区では､自治体シンクタンクである荒川 区自治総合研究所の提言を受ける中で､産後う つ傾向や育児不安等の症状を持つ親-の精神 科医による個別相談(ママメンタルサポート事 莱)の充実､スクールソーシャルワーカーの配 置､子ども家庭支援センターの相談体制の強 化､良好な学習環境にない子どもの学力不足に 対応した学習支援事業(学びサポート事業)の 創設､家庭相談の充実(家事事件の専門知識を 持つ職員の配置による家庭内の紛争や離婚相 談等-の適切な対応)､保育園における早期発 見体制の充実､支援が必要な子どもに対して生 活支援と学習支援を提供する団体-の助庶(千 どもの居場所づくり事業)など子どもの貧困. 社会排除問題に関係部署が連携し､包括的に取 り組んでいるo �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�"���)yﾈ�2�ﾖ(�(�2�"��ﾇc洩ﾂ�

地方公営企業 買#r貳ﾂ��辻�#��◇福島県三春町 �78鈷�2�

三春町は､下水道財政健全化を図るため､下 �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�"��

水道事業運営方針を定め､平成10年に水道を 伜)yﾈ�2�"��

王休的に下水道3事業(合併処理浄化槽､公共 下水道､農業集落排水)を統合し公営企業とし ての運営を開始リ平成11年に下水道3事業の 法適用の準備を行い､平成12年全部適用(上下 水道課を｢企業局｣に改称)するとともに､上 下水道17施設一括管理委託及び上下水道料 俟(�(�2�(h匣�2�ﾇcykﾂ�

民間的経営手法 刹�.経理事務など事務全般を委託するなど､全 国的にも先駆的に経営改善に取り組んでいるo また､下水道料金について､公共下水道､農 業集落下水道､そして､合併処理浄化槽を含め､ 町民に対して平等な負担の料金体系とするな ど.先進的な経営を実施しているo こうした三春町の取り組みは､平成27年2 月に総務省が取りまとめた｢地方公営企業にお ける民間的経営手法等の先進的取組事例集｣に 掲載されたところである○ 
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地域少子化対策強化 買#r貳ﾂ�#Rﾓ#b�◇静岡県掛川市 俟)Wｸ�2�"��

子育ての孤立化により､育児を楽しめない親 儻域ﾘｶy68�2�

が増えているなか､育児不安を角酎肖し､家庭で ��Xﾈ韈2�

の子育て力の向上につなげられるよう､保育士 経験者の子育てコンシェルジェが毎日相談に 対応している �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�"��fｸ覃�2�"��

窓口や電話での相談に加え､家庭訪問やメー ル相談が可能となり､より気軽に利用できるo 相談内容が複雑に絡み合ったケースには関 係各課や関係機関と情報共有を行い､一貫性の ある支援を実施している, 必要に応じて一緒に支援センター-出向き､ 他のお母さん方との交流のきっかけを作るこ とで､相談家庭と近隣7-育て支援拠点や児童館 を結び付け､子育ての孤立化を防いでいるo 最近では親自身の情緒不安定を理由とした 保育園入所も増加しているが､家庭での子育て を楽しむ世帯が増えることにより待機児童対 策の効果も期待されているo ◇静岡県森町 ｢子育て支援モバイルサービス｣は､複雑化 し､保護者だけでの自己管理が難しくなってい る予防接種について､一人ひとりに合わせた計 画を作成できる予防接種スケジューラーを軸 とした子育て支援モバイルサイトであるo 生年月日や性別等最低限の情報を登録すれ ば利用開始できるため､個人情報を取得せず利 用.運用でき､また､従来の伝達手段だけでは 難しかつた適切な時期での情報提供が､迅速な 対応が可能となるとともに､子育て世帯の負担 軽減を図っている○ 家庭医や保健師等の専門職が家庭訪問する ｢子育てママ応接家庭訪問事業｣や､幼児期の 健診等において切れ目なく心理士が従事し､丁 寧な支援を要する子どもを早期発見し適切な サポートにつなげる｢子ども発育支援事業｣を 実施し､細やかな子育て支援を行っているo 佗c洩ﾂ�

創業支援による 買#r��"��rﾓ���く>石川県七尾市 俟)Wｸ�2�

平成26年1月に､rhA.商工会議所.日本政 �79z�2�

策金融公庫.のと共栄信用金庫の4機関が､創 冉ｸ覃�2�

菜支援業務連携.協力に関する協定書を締結 (ななお創業応援カルテットを結成)oまた､ 伜)yﾈ�2�ﾖ(�(�2��9�ﾈ蓼ｻﾙ*ﾂ�"��

同時期に施行された産業競争力強化法の創業 支援事業計画の詠定を平成26年3月に受け 

創業支援の取り組みを推進しているo創業支援 体制を確立したことにより､地域内外からの相 談件数が増えるとともに､カルテット内の支援 佗cykﾂ�

人口増加策 刹@関が連携して事業計画をブラッシュアップ することで､実現可能性の高いビジネスプラン により適切な融資支援につながっている(平成 27年11月までに相談者84名､内34名が創業)o 七尾市の取り組みは､中小企業庁が作成した ｢創業支援事業計画施策事例集｣(H27_8)に も取り上げられているo 更に､七尾市-の移住から創業までをワンス トップで一貫した支援を行う｢ななおiju創業 パック｣を創設するなど､地方創生に向け､充 実強化を図っているu 

計 剴3�kﾂ�
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(4)山梨県市町村職員研修所の研修事業に対する助成

山梨県市町村総合事務組合(山梨県市町村職員研修所)が実施する市町村職員の研修

事業に対して4,800,000円(交付決定額)助成金を交付した｡

(5)山梨県市長会､山梨県町村会､

事業に対する助成

山梨県市長会､山梨県町村会､

れぞれ行う研修事業に対して､

山　梨　県　市　長　会

山　梨　県　町　村　会

山梨県市議会議長会
山梨県町村議会議長会

計

山梨県市議会議長会及び山梨県町村議会議長会の研修

山梨県市議会議長会及び山梨県町村議会議長会がそ

次のとおり助成金を交付した｡

1,000,000円

1,000,000円

700,000円

700.㈱円._

3,400,000円

(6)公益財団法人全国市町村研修財団(市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研

修所)及び一般財団法人全国建設研修センター研修受講者に対する助成

市町村職員中央研修所､全国市町村国際文化研修所及び一般財団法人全国建設研修セ

ンターの研修受講者に対して助成金を交付した｡

①市町村職員中央研修所研修経費助成金　　　　計49名　　718,700円

(研修経費の2/3　※市町村長､副市町村長及び市町村議会議員を対象とする特別

セミナー等については全額助成)

※研修修了者は53名であるが､内4名は申請を辞退｡

②全国市町村国際文化研修所研修経費助成金　　　計20名　161,150円

(研修経費の2/3　※市町村長､副市町村長及び市町村議会議員を対象とする特別

セミナー等については全額助成)

③認諾霊U,^2f3T建設研修センター研修経費助成金計9名　537,800R
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平成27年度市町村職員中央研修所研修経費助成金交付一覧表

※ 体系 �盈｢�受講市町村等 做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

政策 倡9*ﾉ�ｨｶ8檍ｶ8什<�¥ｨ5ｨ7�6��ｲ���齪���ﾈﾆ��ﾘ,ﾈ攣������9*ﾉ�ｨｶ8檍ｶ8什<�¥ｨ5ｨ7�6��ｲ���ﾝ�･�,仄ﾘ*)&闔h,8*ﾘ.����昭和町(2) �"�20,000 

甲府市 ���10,000 

市町村長特別セミナー ～地方創生にむけて～ �4ｩ���2�1 ���ﾃ����

監査委員セミナー 俟)Wｸ�:IW域ﾘｶy68�2�"��3 �#�ﾃ����

管理職特別セミナー ～地方創生にむけて～ �4ｩ���2�1 釘ﾃ����

管理職特別セミナー ～政治と経済～ 僖(ﾞ育2�1 釘ﾃ����

管理職特別セミナー ～災害に強い地域づくり～ �>ﾈ4�8ｸ7h5育:I4ｩ���2�"��3 ��Bﾃs���

制度 侈H�8ﾗX蹣wｹ�ﾈﾗXﾜ��&饑ｸ齪���y7ｒ�甲府地区広域行政事務組合 ���26,200 

研修講師養成講座(地方公務員制度) 俟)Wｹ&霎hﾔﾈ刺ﾗ9�ﾘ駟k��xﾘr�1 �#Rﾃc���

法令実務能力の向上A(基礎) 冉ｹ6ﾘ�:H�)yﾈﾊy*ﾉ�ｨ橙�2 �#�ﾃ����

法令実務能力の向上B(応用) 伜)yﾈﾊy*ﾉ�ｨ橙�1 �#津C���

長期ビジョンの策定と実践 儻域ﾘｶy68�8､�?�5��ｨ輊�(ﾊytﾂ�1 ���ﾃ����

(ゼミナール方式) 俥�蝎]ｸﾎﾉ�xﾘr�

住民税課税事務 俟)Wｸ�2ィ唔W域ﾘｶy68�:I>ﾈ4��8ｸ7h5育:I4ｩ���2�7 ���"ﾃ����

固定資産税課税事務(土地) 俟)Wｸ�2�1 �#Bﾃs���

固定資産税課税事務(家屋) 俟)Wｸ�:IW域ﾘｶy68�:I>ﾈ4�8ｸ7b�5育2�3 都�ﾃ����

市町村税徴収事務 俟)Wｸ�:H�9nﾈﾋH�2�2 鉄"ﾃ����

地方公会計制度 儻域ﾘｶy68�:Ifｹ6ﾘ�2�"唏�)yﾂ��:Hﾖ)Wｹ&霎hﾔﾈ刺ﾗ9�ﾘ駟k��xﾘr�5 �3Rﾃ����

公共施設の有効活用 (大量更新-の対応) �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�1 ���ﾃ����

魅ノJある地域づくりのた糾こ �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�1 �#2ﾃs���

観光地域づくりと日本版DMO �>ﾈ4�8ｸ7h5育:I4ｩ���2�2��4 鼎2ﾃc���

全国地域づくり人財塾 �4ｩ���2�1 途ﾃ����

使用料等の滞納債権の押収強化 儻域ﾘｶy68�2�1 ��"ﾃC���
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※ 体系 �盈｢假8ﾗRﾙH��做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

制度 俘)~竟)Y�8,h櫁ﾎﾉ]ｸﾊ��甲府市 ���19,400 

生活保護と自立支援対策 冰)Wｸ�2�1 ���ﾃ����

災害に強い地域づくり (大災害に備えて) �4ｩ���2�1 ���ﾃ����

新時代の地方公営企業の経営 �4ｩ���2�"��2 ��Bﾃ����

計(市41名.町村2名.組合6名) 剴C��718,700 

※体系欄　政策･-政策篇(対秦者:市町村長､副市町村長､議会議員､行政委員､部課長級の管理職)

制度-･制度運用篇(対象者:中堅職員)
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平成27年度全国市町村国際文化研修所研修経費助成金交付一覧表

※ 区分 �盈｢�受講市町村等 做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

国際 丶8､�HH.異�-��&闔h��ﾋ�/�ｨ駅�+X+ﾒ�ﾙ�ﾝｸｬ�Y�ﾙz｢�笛吹市 ���7,000 

多文化共生の地域づくりコース 俟)Wｸ�2�1 ��bﾃ����

政策 俾俾��ﾈ,ﾈ7H4�5h8ｨ6X4(7ﾘ6ﾈ5x8�986r���ﾏhｺH郢�ﾙ9��ﾘﾘxｬyyﾘﾇh柯ﾟI.����山梨市 ���4,900 

地方公営企業法の適用に向けた実務 冉ｸ覃�2�1 途ﾃ����

地方公営企業経営の基本 ～財務会計と新経営手法～ 冉ｹ6ﾘ�2�1 途ﾃ����

これからの地方公営企業経営戦略 ～新財務会計を中心に～ 僖(ﾞ育2�1 途ﾃ����

自治体マネジメントのための地方公会 計実務 冉ｹ6ﾘ�2�1 途ﾃ����

生活困窮者の自立支援 伜)(hﾌ��｢�1 途ﾃ����

首長 倡9*ﾉ�ｨｶ8檍ｶ8什<�¥ｨ5ｨ7�6��ｲ�甲府市(3)､昭和町(2) 迭�36,500 

市町村議会議員研修[3日間コース] (自治体決算の基本と実践) 俟)Wｳﾘ�2�1 湯ﾃゴ��

市町村議会議員研修[3日間コース] (地方財政制度の基本と自治体財政) 俟)Wｸ�2�"��2 �#�ﾃ����

市町村議会議員研修[2日間コース] (自治体財政の見方) 俟)Wｸ�:I79z�:I�Xﾈ韈2�"��4 �#津#���

計(市17名.町村3名.その他o名) �20 ��c�ﾃ�S��

※区分欄国際...国際文化研修 

政策-政策･実務研修

首長･･･首長･議員等研修
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平成27年度一般財団法人全国建設研修センター研修経費助成金交付一覧表

※1 コ-ス ��c"�YInR�科目 假8ﾗX�9*ﾉ�ｩ9��修了数 (人) 傚Y�ﾈｧ｢��竰�

行政 佶ｩ'｢�建築基準法(建築物の監視) 俟)Wｸ�2�1 田津����

公共建築工事積算 儻域ﾘｶy68�:Hﾖ(�(�2�2 ��3Rﾃc���

一般 倡ｸﾔ��土木施工管理 俟(�(�2�1 鼎rﾃ����

土木技術のポイントA (計画,設計コース) 俟(�(�2�1 鉄rﾃ����

都市 �78�8ﾇh枌�甲州市 ���71,100 

建築 佶ｩ'ｨ8ｨ6ｨ8X�ｸ4�8ｲ�南アルプス市 ���49,900 建築物の維持.保全 俟)Wｸ�2�1 田�ﾃ����

建築確認実務Ⅰ 俟)Wｸ�2�1 鼎2ﾃ����

計(市9名.町村o名.組合o名) 劔9 鉄3rﾃ����

※1コース欄　行政-行政関係職員を対象とした研修(行政研修)
一般-行政･民間企業の両職員を対象とした研修(一般研修)

※2　部門欄　　建築-建築

施工-施工管理

都市-都市
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(参　考)

全国市町村研修財団(市町村林見中央研修所､全国市町村国際文化研修所)及び
-般財団法人全国建設研修センター俸7着致

研修所名 買�r�H18 買���H20 買#��H22 買#2�H24 買#R�(早 目26 �ｩ?��ﾂ���#r�

市町村職員中央研修所 鉄r�60 都B�75 田2�58 都b�62 田��42 鉄2�

全国市町村国際文化研修所 ��B�33 ��r�14 ����13 �#R�9 �#2�21 �#��

全国建設研修センター ��8ｦﾙ$ﾈﾜ�� ��瀧.捕､ 唐�3 唐�7 ��"�9 湯�

※全国建設研修センターは､平成21年度から助成｡
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年度別市町村職長中央研修所修了者一覧表

(単位:人) 
年度 市町村 �3c"���R�H16 買�r�H18 買���H20 買#��H22 買#2�H24 買#R�H26 買#r�合計 

甲府市 �#3��19 ��2�9 ���ｲ�17 ��2�12 ��r�10 ��"�9 免ﾂ�383 

富士吉田市 鼎B�6 途�6 釘�4 ��"�10 途�6 澱�7 澱�125 

都留市 ��B�1 �"� ���2 �2� �� ��1 ��24 

大月市 ���� �"�1 �2�1 �� ��1 �� ��27 

韮崎市 �#R� �"�20 唐�ll 湯�5 �2�5 澱� ���95 

南アルプス市 涛R�9 ����7 ����6 迭�8 途�6 湯�5 澱�183 

甲斐市 �3�� 澱�7 澱�3 迭�7 途�7 ��� 釘�91 

笛吹市 �3r� �� 迭�3 ��ｲ�2 ��"�8 唐�8 ��"�96 

北仕市 鼎B� ��1 ��r�14 途�5 途�3 湯�2 �2�112 

上野原市 唐� �� ��1 �"�2 ��1 �"� ���17 

山梨市 �#��4 途�3 �"�3 �� ��2 ��� ���51 

甲州市 �#R� ��2 �� ��1 迭� �� ��33 

中央市 ���� �� �� �� �� �� ��10 

市川三郷町 ��R�2 �"�1 ���2 ��� �� �� ��24 

早川町 澱� �� �� �� �� �� ��6 

身延町 ��b� ��1 釘�1 �� �� �� ��22 

南部町 ���� �� �� �� �� �� ��10 

富士川町 ��b� ��� �� �� �� ��1 ��18 

昭和町 �"� �� �� �� �� �"� �"�6 

道志村 釘�1 ��1 �"� �� ���3 �� ��12 

西桂町 釘� �� �� �"� ��� �� ��7 

忍野村 迭� �� �� �� ��1 �� ��6 

山中湖村 澱� �� �� �� �� �� ��6 

鳴沢村 �2�ー �� ��1 ���2 �� �� ��8 

富士河口湖町 ��"� �� ��2 �� �2�3 �� ��20 

小菅村 迭� �� �� �� �� �� ��5 

丹波山村 澱� �� �� �� �� �� ��6 

その他 �#r�1 迭�1 ��4 �"�4 澱�6 ��"�9 澱�83 

※1市議会議員特別セミナー･町村議会議員特別セミナー受講者を含む｡
※2合計は昭和62年度からの累計とする｡
※3 ｢その他｣とは一部事務組合等である｡
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年度別全国市町村国際文化研任所修了音数一覧表

(単位:人) 

忘筈 買R���R�H16 買�r�H18 買���H20 買#��H22H23 僣24H25 僣26 買#r�合計 

甲府市 �#��3 唐�2 �"�3 釘�25 �2 迭�4 唐�77 

富士吉田市 ����3 �� �� �� �� ���1 ��15 

都留市 ��"�2 �2�1 ��1 �� �� �� ���20 

大月市 免ﾂ�1 ��1 �� �� ���4 ���ー �"�22 

韮崎市 ��"�2 ���2 唐�4 迭� ��� 迭�6 ���47 

南アルプス市 湯� ���1 ��1 ���3 �� �"�5 ��23 

甲斐市 ���� �� �"�1 ��� 迭� �� ��19 

笛吹市 ��B� �� �� ��� ��� �� ���17 

北仕市 �#�� ��13 釘�1 釘�2 �� ��1 �2�48 

上野原市 途� �� �� �� �� �� ��7 

山梨市 ��R�1 ��1 �� �� �� �2�2 ���23 

甲州市 免ﾂ� �� �� �� ��1 �� ��12 

中央市 �2�1 �� �� �� �� �� ��4 

市川三郷町 途� �� �� �� �� �� ��7 

早川町 �"� �� ��1 ��� �� �� ��4 

身延町 湯�1 ���2 �� �� �� ��� ��14 

南部町 ���2 �� �� �� �� �� ��3 

富士川町 湯� ��1 ��� ���2 �2� �"� ��19 

昭和町 �2� �� �� �� �"�1 �2� �"�ll 

道志村 �"� �� �� �� �� �� ��2 

西桂町 釘� �� �� �� �� �� ��4 

忍野村 �2� �� �� �� �� �� ��3 

山中湖村 ��� �� �� �� �� �� ���2 

鳴沢村 ��� �� �� �� �� �� ��0 

富士河口湖町 釘� ��8 ��1 ��4 ��1 �� ��18 

小菅村 ��� �� �� �� 迭� �� ��5 

丹波山村 ��� �� �� �� �� �� ��0 

その他 釘� ��1 ��1 �� �"� ��1 ��9 

※1市議会議員特別セミナー･町村議会議員特別セミナー受講者を含む｡
※2　合計は平成5年度からの累計とする｡
※3 ｢その他｣とは一部事務組合等である｡
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年度別一般財団法人全国建設研修センター修了音数一覧表

｣_ 

諜 買�b�H17 買���H19 買#��H21 買#"�H23 買#B�H25 買#b�H27 俘xﾇb�

甲府市 �"�1 釘�1 ���3 ���2 �"�4 迭�3 �#��

富士吉田市 ��� �� �� ���1 ��� ���1 澱�

都留市 �� �� ��1 �� ��3 �� 釘�

大月市 �� �� �� �� �� �� ���

韮崎市 �� �� �� �� �� �� ���

南アルプス市 �� �� ��1 ��4 ��1 ��1 途�

甲斐市 �� �� �� ��� �� �� ���

笛吹市 �� �� ��1 �� �� �� ���

北壮市 �� �� ���2 �� �"� �� 迭�

上野原市 �� �� �� �� �� �� ���

山梨市 �� �� �� �� �� �� ���

甲州市 �� �� �� ��1 �"�4 �2�4 ��B�

中央市 �� �� �� �� �� �� ���

市川三郷町 �� �� �� �� �� �� ���

早川町 �� �� �� �� �� �� ���

身延町 �� �� �� �� �� �� ���

南部町 �� �� �� �� �� �� ���

富士川町 �� �� �� �� �� �� ���

昭和町 �� �� �� �� �� �� ���

道志村 �� �� �� �� �� �� ���

西桂町 �� �� �� �� �� �� ���

忍野村 �� �� �� �� �� �� ���

山中湖村 �� �� �� �� �� �� ���

鳴沢村 �� �� �� �� �� �� ���

富士河口湖町 �� �� �� �� �� �� ���

小菅村 �� �� �� �� �� �� ���

丹波山村 �� �� �� �� �� �� ���

その他 �� �� �� �� �� �� ���

※1 ｢その他｣とは一部事務組合等である｡
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(7)市町村調査研究事業

市町村職員が主体となって行う調査研究事業に対して､次のとおり6事業､計

1,644,448円助成金(調査研究経費全額助成･ 300千円限度)を交付したo

なお､研究グループの報告書は､本協会で閲覧をすることができる0

市町村調査研究事業助成金一覧表

(単位:円 

構成市町村 �+"ﾘｸh4�8ｲﾒ倬hｼb�傚Y�ﾈｧ｢�

都留市 �79z�9nﾉ�i:饂位Hｸh橙�野生動物による農作物被害等 軽減のための調査研究 ��c�CBﾃCC��

北仕市 冉ｹ6ﾘ.�.��8+����南アルプスユネスコエコパー クを活かした地域の活性化 ��c3��ﾃ����

甲斐市 �5h6X4(7h8ﾘ8(�ｸ5h8x98ﾊHｸh橙�シティプロモーション研究事 莱 ��c3��ﾃ����

山梨市 伜)yﾈ�86x8ﾈ488ｸ8�986ｨ984���山梨トレイルランニング普及 ��c3��ﾃ����
及研究会 侈Hｸh馼ｼb�

甲州市 ��h+ﾘ,�<�蝎V丶ｩJﾘ7h8ﾘ5x4x4��甲州市の地域資源を活用した ��c3�������
トチーム �<�蝎V丶ｩJﾘ,ﾈﾊHｸb�

景観調和住宅研究グループ 俟(�(�8,ﾈﾆ豫�,�+)��+X+ﾘ����,ﾈ�8��ﾆ��HﾊHｸb�※300,000 

計 塗馼ｼb��｢ﾃcCBﾃCC��

※交付決定額 

4　市町村振興共同助成事業(定款第4粂第4号)

(1)山梨県自治会館管理費助成

山梨県市町村総合事務組合-山梨県自治会館の管理に要する経費のうち､ 3,000,000

円(交付決定額)助成金を交付した｡

(2)県民の日記念行事(市町村ときめき広場) -の助成

県民の日記念行事(市町村ときめき広場)の設営経費等負担2,000,000円及び参加

市町村-交付金821,251円を交付した｡

(3)一般財団法人地域活性化センター年会費の助成
一般財団法人地域活性化センターの年会費を次のとおり助成したo

山梨県市長会1,820千円

山梨県町村会　　980千円

計　　　2,800千円
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5　市町村の振興に関する情報提供事業(定款第4粂第5朝

○市町村職員情報誌｢やまなし自治の風｣の発行
･市町村職員等で構成する編集委員会を設置し､年2回発行D (1回1,000部)

･市町村職員情報誌｢やまなし自治の風- 

年月日 剌齒� 刹c題 

H27.7.1 �1市町村職員情報誌｢やまなし自治の風｣編集委員会 

について 

2委員長及び副委員長の選任について 

県自治会館 第-会議室 ��3平成27年度9月号(Ⅵ)1_38)の編集内容等について 

4平成27年度9月号(Ⅵ)1.38)の特集内容等について 

5平成27年度9月号(Ⅵ)1.38)の発行までのスケジュー 

ルについて 

以上承認 

H27.ll.24 ��

1平成27年度9月号(ャol.38)の総括について 

2平成27年度3月号(Vb1.39)の編集内容等について 

3平成27年度3月号(γol.39)の発行までのスケジュー 

ノレについて 

4平成27年度3月号(Vo1.39)の特集内容等について 

以上承認 

H28.3.28 
1平成27年度｢やまなし自治の風｣の総括について 

2今後の｢やまなし自治の風｣について 

以上承認 
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Ⅱ　その他事業(法人会計)

1市町村振興宝くじ発売対策

(1)市町村振興宝くじ(サマージャンボ等宝くじ)関係

〔PR期間　6月23日～7月31日(発売期間　7月8日～7月31日)〕

①　新聞掲載　山梨新報　　　7月10日､7月17日､7月24日(3回)

②　ラジオCM(20秒) (山梨放送･FM富士)　7月8日～7月31日

計65本
③　市町村ホームページ有料バナー広告(17市町村)

甲府市､富士吉田市､都留市､大月市､韮崎市､南アルプス市､甲斐市､笛吹市､

上野原市､山梨市､甲州市､中央市､富士川町､身延町､南部町､昭和町､山中湖

村

7月1日～7月31日(1ケ月間)

④　卓上用ミニのぼり旗(200枚)を作成し､各市町村､市町村商工会､関係団体等へ配

布

⑤　ポスター(1,000枚)を作成し､各市町村､市町村商工会､関係団体等-配布

⑥　協会事業案内パンフレット(1,000部)を作成し､各市町村､市町村商工会及び関

係団体等-配布

⑦　協会事業概要リーフレット(5,000枚)を作成し､県市町村職員研修所受講者､協

会主催セミナー及び市町村等に配布

⑧ JR中央線及びバス車内吊りポスター

JR中央線普通電車(小淵沢～立川間) 7月2日～7月31日(30日間)

JR身延線(甲府～富士間) 7月1日～7月28日(28日間)

富士急行線(大月～河口潮間) 7月2日～7月31日(30日間)

山梨交通バス(国中全路線) 7月2日～7月31日(30日間)

富士急行バス(郡内全路線) 7月2日～7月31日(30日間)

⑨イベント等の活用

Jl ｢ヴァンフォーレ甲府｣のホームゲーム1試合(7月25日､松本山雅戦)にお

いて､ PR用看板､バナー広告､応援シート､場内アナウンス及び懸賞品等によりPR

を行った｡

⑲　市町村等訪問広報活動　　6月23日～7月3日(6日間)

市町村､市町村商工会､県等を職員が訪問の上､ pR等依頼した｡

⑪　市町村広報紙等の活用(掲載市町村数12市町村)

⑫　市町村特設売場(道の駅､観光施設等の常設売店等)での宝くじ販売(サマージャ
ンボ等宝くじのみ販売)

9市町村(富士吉田市･都留市･北杜市･山梨市･中央市･富士川町･身延町･道

志村･丹波山村)　計11団体

(2)新市町村振興宝くじ(オータムジャンボ宝くじ)関係

〔pR期間　9月28日～10月16日(発売期間　9月28日～10月16日)〕

①　新聞掲載　山梨新報　　　10月2日(1回)

②　ラジオCM(20秒) (FM富士) 9月28日～10月16日　計25本

③　市町村ホームページ有料バナー広告(18市町村)

甲府市､富士吉田市､都留市､大月市､韮崎市､南アルプス市､甲斐市､笛吹市､

北杜市､上野原市､山梨市､甲州市､中央市､富士川町､身延町､南部町､昭和町､

山中湖村
10月1日～10月31日(1ケ月)
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④　イベント等の活用

Jl ｢ヴァンフォーレ甲府｣ホームゲーム(10月3日､アルビレックス新潟戦)

において､ PR用看板､バナー広告､応援シート､場内アナウンス及び懸賞品等に

よりPRを行った｡

⑤　市町村広報紙等への掲載及びポスター掲示等､市町村及び関係団体等-依頼

(広報紙掲載市町村数13市町村)

2　市町村職貞中央研修所､全国市町村国際文化研修所及び一般財団法人全国建設研修セン

ター研修受講推進事業交付金

市町村職員中央研修所､全国市町村国際文化研修所及び一般財団法人全国建設研修

センターが実施する研修について､山梨県市長会及び山梨県町村会が行う研修生の募

集及び広報等の業務を円滑に推進するため､次のとおり交付金を交付した｡
･山梨県市長会　50千円

･也梨県町村会　50千円

計　　　100千円

Ⅲ　会議の開催状況

1　評議員会

年月日 仞b�Z｢�場所 亳8粂ｷ�-�_�ﾙ�馼ﾘ��

H27.4.23 凩R�一､､ ��Uﾘｶ8醜,ﾈ�D8,僵ｨ*Hﾏ9^(�(,ﾉ�僖8,�,(*(,B�

(書面決議) 倬�����8�9Db�

H27.5.21 凩R�＼ ��yﾘ馼,ﾈ�D8,僵ｨ*Hﾏ9^(�(,ﾉ�僖8,�,(*(,B�
(書面決議) 倬�����8�9Db�

H27.6,22 �.��県自治会館 ��[ﾙ�ﾃ#iD�7磯hｼi_�ﾙ�,�,(*(,B�
1平成26年度収支決算について 

時 ��h耳檍ｶ8��2平成27年度補正予算について 

3評議員及び役員の辞任に伴う選任について 

以上承認 

H28.3.24 凩R�県自治会館 ��[ﾙ�ﾃ#yD�7運)�9uﾈ螽,�,(*(,B�

2平成28年度事業計画について 

3平成28年度収支予算について■ 

時 ��bﾘ檍ｶ8��4資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に 

ついて 

以上承認 

2　理事会

年月日 ��ｨ��諌案及び報告事項 

H27.4.21 ��1平成27年度第1回臨時評議員会の開催について 

(書面決議) 刪ﾈ上承認 

H27.5.19 ��1平成27年度第2回臨時評議員会の開催について 

(書面決議) 刪ﾈ上承認 
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H27.5,29 侈x齪��檍ｭ�� ��yﾘ駟+x,ﾉ��.�,�,(*(,B�

2平成26年度事業報告について 

3平成26年度収支決算について 

4平成27年度補正予算について 

第-会諌室 ��5定時評議員会の招集について 

以上承認 
1理事長及び常務理事の自己の職務の執行状況につ 

いて 

H27.6.29 侈x齪��檍ｭ�� ��yﾘ駟+x,ﾉ��.�,�,(*(,B�
第-会議室 ��以上承認 

H28.2.22 侈x齪��檍ｭ���bﾘ檍ｶ8�� ��ﾏh揺ﾞ�&9d��ﾈ�)yﾈﾊx�9*ﾉ�ｩ�Xｻｸｺh檍ﾌ)�ﾈ�饑�,ﾉ]ｲ�

護に関する基本方針の一部改正について 

2公益財団法人山梨県市町村振興協会特定個人情報 

取扱規程について 

3公益財団法人山梨県市町村振興協会職員給与規程 
の一部改正について 

4平成27年度補正予算について 

5平成28年度事業計画について 

6平成28年度収支予算について 

7資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に 
ついて 

8平成27年度第3回臨時評議員会の招集について 

以上承認 

1理事長及び常務理事の自己の職務の執行状況につ 
いて 

3　監事会

年月日 ��ｨ��議題 

H27.5ー22 侈x齪��檍ｭ���9+x檠o�醜��1平成26年度事業報告について 2平成26年度収支決算について 

4　その他会議

(1)都道府県市町村振興協会事務局長会議(東京都)

平成27年6月30日､平成28年3月22日

(2)関東各都県市町村振興協会事務担当者会議(東京都)

平成27年7月17日

(3)関東地区都県市町村振興協会事務局長会議(千葉県)

平成27年11月5日～11月6日
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IV　市町村振興宝くじ(サマージャンボ等宝くじ)の発売実績及び県交付金

(1)発売計画額　1, 020億円

(2)発売実績

売捌証票枚数 價ﾙHHｧ｢�前年比 

全国 �#sづピ"ﾃ�3yhr�83,661,881,100円 �"紊"Xﾋ��

山梨県 �"ﾃ�C2ﾃ�S9hr�612,915,900円 途紊�Xﾋ��

(3)収益金交付金

(単位:円) 

県ホ付金基金積立額 剔S国協会納付額 X 茶��R��(10%) 

概算交付額 �3cBﾃc��ﾃcC2�328,149,580 �3づS�rﾃC#��

追加交付額 �#づc��ﾃ#c"�25,822,136 ��ﾃ�3Bﾃss"�

時効金交付額 �32ﾃ�3BﾃC���29,730,977 �"ﾃcs津Cs��

計(A) 鼎#bﾃ33bﾃ3#2�383,702,693 鼎"ﾃc32ﾃc3��

前年度(B) 鼎3�ﾃ3�bﾃsCR�387,285,074 鼎2ﾃ�3�ﾃcs��

(A)/(B) 涛偵�３�99.08% 涛偵�３�
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