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平成　28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

①　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 涛澱ﾃ#��ﾃ���冷�300,000,000円 田澱ﾃ#��ﾃ���冷�6市町 

3月 ��ﾃ��2ﾃ���ﾃ���冷� ��ﾃ��2ﾃ���ﾃ���冷�10市町2組合 

計 �"ﾃ���ﾃ���ﾃ���冷�300,000,000円 ��ﾃs��ﾃ���ﾃ���冷�10市町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
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長期貸付貸付残高一覧表

平成29年3月31日現在 (単位:円)

市町村名 ��ﾙWHｧ｢�市町村名 劔�ﾙWHｧ｢�

甲府市 田3�ﾃ�#������南部町 剴��

富士吉田市 �#CR�#sづ33��富士川町 剴�澱ﾃ�CRﾃ��b�

都留市 鉄C2ﾃS�づ3C��昭和町 剴��

大月市 ��#津��bﾃcs��道志村 剴bﾃ�c�ﾃ����

韮崎市 �#s"ﾃcC������西桂町 剴rﾃ�S�ﾃ����

南アルプス市 �3澱ﾃCs�ﾃ����忍野村 剴��

甲斐市 ��紊モﾃ田bﾃc�"�山中湖村 剴��

笛吹市 田S�ﾃc��ﾃ��b�鳴沢村 剴��

北杜市 �"�#sRﾃS3づCC��富士河口湖町 剴3Rﾃ���ﾃ����

上野原市 ��ﾃン津Ss�ﾃ����小菅村 剴��

山梨市 �"ﾃS#rﾃ�3�ﾃc���丹波山村 剴��

甲州市 �"ﾃ�s�ﾃsS2ﾃ3s�� � ����
二p.汁=≡.h二二三≡J.=≡二.EZ;二.:≡二p �::-:I �-1:-∴ 

中央市 ��S�ﾃ#��緜���甲府地区広域 行政事務組合 剴S��ﾃ�c�ﾃ����

東山梨 行政事務組合 剴33"ﾃS�������
･pタ.二二.:I,=::≠J: 

市川三郷町 �#��ﾃC��ﾃ�3"�峡北広域 行政事務組合 剴s#津S��ﾃ����

早川町 ���峡南広域 行政組合 剴#Rﾃ�C�ﾃ����

身延町 ��� � ����
- �� �� 噸祷v��

合計 ��RﾃS途ﾃCC�ﾃ#�"�

※全国協会資金残高　4,041,095,012円

本協会資金残高　11,556,345,280円

-6-

･貸付市町村13市5町村4組合



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　　4 2 0億円

2売実績 

売捌証票枚数 價ﾙHHｧ｢�前年比 

全国 ���づ���ﾃ都)hr�32,427,591,600円 ��h�ｳ#bYlR�

山梨県 塔CBﾃC��hr�253,320,000円 ����ｳcbXﾋ��

(3)収益金交付金
(単位:円)

県交付金 

概算交付額 ���"ﾃ涛�ﾃ�3B�

追加交付額 鉄�ﾃ鉄2ﾃ�Cb�

時効金交付額 ��Bﾃ��2ﾃCィ�

計 ��c津�CづScB����
前年比13.80%減 

2　市町村交付金
･収益金交付金169,048,564円(刃

･辺一生塵繰越題ー__　___呈政一_

計　　　169,076,413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

169,061,000円(C)

○　次年度繰越額
･交付金残額

･利息収入

計

15,413円(Bト(C)

_旦747円→

18,160円
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平成28年度新市町村振興宝くじ(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Bイ�R��人口 (27年国調速報値) ��ﾈﾏｸｨBツ�R��計 佰�WHｧ｢�

甲府市 �#S塔#�B�193,123 �#2ﾃCSづ#s��26.056,475 �#bﾃ�Sbﾃ����

富士吉田市 ����s�ﾃ�s��49,024 迭纉SB繝C��7,124,927 途��#B�����

都留市 ��貪s���s��32,014 �2ﾃャゅcs��5,058.756 迭ﾃ�Sづ����

大月市 ����s���s��25,437 �2ﾃ�ヲﾃs�"�4,259,860 釘ﾃ#S偵����

韮崎市 ���s��s��30,672 �2ﾃs#Rﾃccr�4,895.745 釘ﾃンRﾃ����

南アルプス市 鼎c��3�"�70.843 唐緜�Rﾃ�c��13,285,472 ��2ﾃ#コﾃ����

甲斐市 �3�C##�"�74,417 湯��3津#ッ�12,081,488 ��"����ﾃ����

笛吹市 都�#�Cc��69,600 唐ﾃCSBﾃ�sR�15,474.643 ��RﾃCsBﾃ����

北仕市 途ﾃ鉄b經3��45.116 迭ﾃC����S"�13,436,682 ��2ﾃC3bﾃ����

上野原市 �"ﾃ3C�ﾃ�Sb�24,812 �2ﾃ��2ﾃツR�5,354,021 迭ﾃ3SB�����

山梨市 �3S��#3B�35.155 釘ﾃ#s�ﾃ#���7780.443 途ﾃs��ﾃ����

甲州市 �2ﾃS���#3B�31,714 �2ﾃゴ"ﾃ#3r�7,362,471 途ﾃ3c"ﾃ����

中央市 �3S��#3B�31,139 �2ﾃs�"�3�2�7,292,627 途ﾃ#�"ﾃ����

･市計. 售C#イ�ャb�~713066 塔cｳc�B縱#B�129二463,610 哽C�#偵CSbﾃ����

市川三郷町 �3S��#3B�15,663 ��纉�"ﾃSSB�5.412,788 迭ﾃH�ｳ"ﾃ����

早川町 ��ｳ�s��s��1,070 ��#津都��1,300,049 ��ﾃ3��ﾃ����

身延町 �3�C##�"�12.673 ��ﾃS3津3cB�4.581.566 釘ﾃS��ﾃ����

南部町 ��ピ#�#B�8,071 涛��ﾃ3c��2,852,492 �"ﾃゴ"ﾃ����

富士川町 �#3C��Sb�15.290 ��ﾃゴrﾃ#Cb�4.197.402 釘��途�����

昭和町 ���s��s��19.507 �"ﾃ3c津Csr�3,539,555 �2經3偵����

道志村 ���s��s��1,743 �#��ﾃs���1,381.797 ��ﾃ3��ﾃ����

西桂町 ���s��s��4,345 鉄#r縱s��1,697.857 ��緜途�����

忍野村 ���s��s��8,974 ��ﾃ���ﾃ�SB�2,260.132 �"ﾃ#c�ﾃ����

山中湖村 �｢ﾃ�s�ﾃ�s��5,210 田3"ﾃイ��1,802,926 ��ﾃ��"ﾃ����

鳴沢村 ��ﾃ�s�ﾃ�s��2,921 �3SBﾃ����1,524,886 ��ﾃS#Bﾃ����

富士河口湖町 �2ﾃCッﾃ#���25,341 �2ﾃ�sづ�#��6,564,321 澱經cBﾃ����

小菅村 ����s�ﾃ�s��726 塔ゅ�ッ�1,258,264 ��ﾃ#Sづ����

丹波山村 ��ﾃ�s���s��565 田ゅc#��1,238,707 ��ﾃ#3づ����

虹封計~ ��｣#Bﾃs��緜���122,099 宝�Bﾂﾓ�3�ﾃ�#B�-1.39､,6j2J42 咾3偵c�Rﾃ����

合計 田r緜3�ﾃS�BВ��835,165 ����ﾃCCR繝Cｄ2��169,076.352(E) ��c偵�c��������

(注)人口(H27国調速報値)については､県からの交付が速報値に基づいていることから､用いている｡
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オータムジャンボ宝くじ市町村交付金推移(単位‥千円)
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3　市町村職員人材育成事業(定款第4条第3号)

(1)第21回地方行財政セミナー開催

平成28年7月25日　　山梨県自治会館講堂(126人出席)

◇ ｢限界集落を救った『スーパー公務員』のチャレンジ｣

講師　日蓮宗妙法寺　第41世住職

地方創生アドバイザー 高　野誠鮮　氏

(2)第32回山梨県市町村自治講演会の開催

平成29年2月2日　山梨県自治会館講堂(271人出席)

◇ ｢最近の政治経済情勢について｣

講師　嘉悦大学教授

-9-
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(3)第17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o

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､市町村等へ配
･しこ () コ-ス 侈H�8ｯｨｭB�研修先 伜����9*ﾉ�｢�ｷ�-��ﾈ蹴�

税の徴収. 買#��ｳ���#ふ#��◇静岡県西伊豆町 儻域ﾘｶy68�2�

◇静岡県裾野市 �79z�2�
公平.公正を担保するため徴収率の向上が求 僖(ﾞ育2�

められている一方で､人材育成や効率的.効果 �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�

的な徴収体制の整備が課題となっているo 俟)N8�2�
こうした中､西伊豆町及び裾野市は､税徴 俟(�(�2�

滞納整理対策 剋�.滞納整理における適切な進行管理による ｢取る.落とす｣の徹底とそれに伴うマネジメ ントにより徴収率の向上に一定の成果を収め ているo 倡9�ﾈ蓼ｻﾙ*ﾂ�W域ﾘ憙ﾏｸﾌ�*ﾂ��)yﾈﾊr�ﾇc冖ﾂ��hﾊx,ﾘ4�7X5X�ｸ6��ｸ�����

切れ目のない 子育て支援 買#宝���蔦#��◇静岡県藤枝市 俟)Wｸ�2�

藤枝市は､0歳から18歳未満の発達に課題を 儻域ﾘｶy68�2�

もつ子ども及び保護者を対象に､保健.福祉. 俟)N8�2�"��

教育の公的機関及び医療や就労の専門機関の 冉ｹ6ﾘ�2�"��

協力を仰ぐ｢横の連携｣による支援と､年齢に 俟(�(�2�"��

応じた個別の支援情報を継続的に次のフイフ ステージにつなげる｢縦の連携｣からなる｢藤 枝型発達支援システム｣の構築を目指し､子ど も発達支援センターを拠点に途切れのない発 達支援に取り組んでいるo 乳幼児健診時に加え､保育所.地域子育て支 援センター等子育て支援関係者が子どもの課 題に気づき､早期相談.早期支援につなげる取 組みやペアレントトレーニングの拡充等によ る保護者.家族に寄り添った支援とそのための 人材育成の強化発達障害の情報普及.啓発活 動oまた､乳幼児期から学齢期､青年期-とつ なぐ支援(一括した記録､情報管理を含む)を行 うため､関係機関の連携強化を図っているo ◇愛知県高浜市 子育て支援のワンストップ拠点､子育て世代 包括支援センターをこども発達センター内に 設置o 課題の発見､早期支援のため､母子健康手帳 交付時に地区保健師(マイ保健師)が面談､｢妊 婦カルテ｣の作成とケースカンファレンスを行 い､特定妊婦には個別支援計画を作庇子育て 期につなげるため継続支援計画を作成し支援 の充実を図っているo また､1歳バースデー訪問やNPOによる訪問 型相談支援の実施により､孤立家庭や育児に困 り感がある家庭を発見し､マイ保健師や子育て 経験者の相談につなげ､家庭で保育を行う保護 者の支援者として機能する仕組みを構築o妊娠 期は､個別支援と妊婦同士の交流支援を行い､ 乳幼児期は､子育て支援施設や保育園.幼稚園､ さらには小学校とも連携を取りながら支援を 行っているo なお､母子保健医療ネットワーク会議､子育 て支援センター及び要保護児童実務者会議と 情報共有を行い連携を図っているo 伜)yﾈﾊr�ﾇc冖ﾂ��hﾊx,ﾘ4�7X5X�ｸ6��ｸ�����

Ilo-



都箇市 

マイナンバーカード 買#偵��#b簽#r�.I.県前喬巾 

実証実験を得て､母子健康情報サービスを全 冉ｸ覃�2�2��

国に先駆けて試験導入o 俟(�(�2�
｢母子健康情報サービス｣は､インターネッ ト上に利用者の個人ページを開設oスマートフ ォン､タブレット又はPCを通じ､いつでも. どこでも母子健康手帳に記載の身長や体重､予 防接種歴等の情報を閲覧できるo(自治体とし ては予防接種の接種漏れ防止に本サービスは メリット) 加えて､乳幼児の月齢に合わせたお役立ち情 報や地域の子育てイベントなどのお知らせ､子 育ての様子を写真で日記形式で綴る機能も備 えている.本サービスは､マイナンバーカード の公的個人認証機能を使う申込方法とログイ ン方法を導入することで､インターネット上の 他人によるなりすまし申請や電子データが改 ざんされていないことが確認できるため､安全 で確実な手続きがされているo 佗cYkﾂ�

利活用 凵梵V潟県三条市 先駆的な各種住基カードの独自利用を踏ま え､より行政運営の効率化及び利便性､住民サ ービスの向上に様々な独自利用を実施o 全国に先駆けて､市役所窓口でマイナンバー カードを提示することで､各種証明書の申請記 載を省略する｢窓口支援サービス｣､マイナン バーカードにより待ち時間がなく受付を行う ｢選挙の投票入場受付｣､災害時に効率的かつ 的確な安否確認を図るため､避難所受付をマイ ナンバーカードにより避難世帯員全員を一括 で受付ける｢避難所の入退所受付｣を実施する とともに､職員の労務､健康管理のため､マイ ナンバーカードにより｢出退勤時刻の管理｣を 実施しているo また､マイナンバーカードが保険証を兼ねる ことが可能となる予定のH30年度を目標に､ マイナポータル活用や医療情報や健康情報の 官民共有サービスの研究を行っているo 

民間活力による 地域活性化 買#偵%�ﾓ��オガール紫､岩手県紫町 俟*Hｽ�"�

岩手県紫波町は､駅前にある町有地を活用し �79�H�2�

た公共施設整備と民間施設等立地による経済 俟)N8�2�

開発の複合開発を､補助金に頼らず｢公民連携 �4ｩ���2�"��

(ppp)｣の手法を採用した｢公民連携基本計画｣ 伜)yﾈ�2�

を策定(H21.2)し､オガールプロジェクト(町役 場､子育て施設､ホテル､バレーボール専用体 育館､図書館､カフェ及び産直マルシェ等官民 複A施設の整備｣を実施○ 佗cykﾂ�

(補助金に蘇らない公民連携) 刄� プロジェクトの主体であるオガ-ル紫波㈱ 並びにオガ-ルプラザ㈱等の各事業者は､紫波 町との適切な役割分担と情報交換を行いなが ら､公共施設整備や経済開発を通じた地域活性 化に取り組み､年間80万人以上が訪れ､また､ 新たな雇用を創出するなど大きな成果を収め､ 全国から注目を集めているo 

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5,400,000円(交付決定額)助成金を交付したo

(5)山梨県市長会､山梨県町村会､山梨県市議会議長会及び山梨県町村議会議長会の研修

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

ー_　__ _　｢-._____｣岨QO0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61名　535,450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)

②　全国市町村国際文化研修所研修経費助成金　　　　計30名　273,950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36名であるが､内6名は申請を辞退｡

③　一般財団法人全国建設研修センター研修経費助成金　　計8名　391,100円

(研修経費の2/3)
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平成28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 政策 制度 �盈｢�受講市町村等 做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

市町村長特別セミナー ～災害に強い地域づくり～ 僖(ﾞ育2�1 ���ﾃ����

ノロ｣ 市町村議会議員特別セミナ- -自治体経jyの課題- 僖(ﾞ育2ビ唔W域ﾘ憙ﾏｸﾌ�*ﾂ�8 塔�ﾃ����

Fj至E呂 市町村議会議員特別セミナ- -災堂に強い地域づくり- 儻域ﾘ憙ﾏｸﾌ�*ﾂ�"��2 �#�ﾃ����

JpL 市町村議会議員特別講座 -政策の企画立案- 監査委員特別講座 管理職特別セミナ- -災害に強い地域づくり- 管理職に必要な組織マネジメント 研修講師養成講座(地方公務員制度) 法令実務能力の向上A(基礎) �79z�2�"唔D(ﾞ育2�2��ﾖ)Wｸ�:I>ﾈ4�8ｸ7h5育2�5 �#津#S��

2 免ﾂﾃ����

笛吹市 ���3,100 

鳴沢村 ���3,900 

甲府市､甲府地区広域行政事務 組合 �"�24,800 

南アルプス市､山梨県町村会､ 富士吉田市外二ケ村恩賜県有 財産保護組合 �2�16,500 

法令実務能力の向上B(応用) 俟)Wｸ�:ID(ﾞ育:Ifｹ6ﾘ�2�3 鉄�ﾃ����

住民税課税事務 俟)Wｸ�2�"唔W域ﾘｶy68�2�"咤��9nﾈﾋH�2�5 田Bﾃ����

固定資産税課税事務(土地) 固定資産税課税事務(家屋) 市町村税徴収事務 使用料等の滞納債権の回収強化 地方公会計制度(基礎) 俟)Wｸ�:I4ｩ���:Ifｹ6ﾘ�2�3 �3�ﾃ����

甲府市､北杜市 �"�20,600 

甲府市､富士吉田市 �"�26,400 

富士吉田市(2) �"�ll,000 

富士吉田市､北杜市､甲府地区 広域行政事務組合､富士吉田市 外二ケ村恩賜県有財産保護組 合 釘�23,200 

地方公会計制度(応用) 冉ｸ覃�2�1 �2ﾃ����

情報公開と個人情報保護- 俟)Wｸ�:I4ｩ���2�2 �#づ����

公共施設の統合管理 (施設の有効活用) �79z�2�1 迭ﾃS���

資金調達.運用戦略の基本 伜)yﾈﾊx�9*ﾉ�ｩ�ﾘﾘx駟k��xﾘr�1 �2ﾃ����

全国地域づくり人財塾 �4ｩ���2�1 �2ﾃ����
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※ 体系 �盈｢�受講市町村等 做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

制度 俘)~竟)Y�8,h櫁ﾎﾂ�甲府市 ���8,700 

障がい者福祉政策 僖(ﾞ育2�1 唐ﾃs���

生活保護と自立支援対策 俟)Wｸ�:IW域ﾘｶy68�2�2 免ﾂﾃ����

行政と教育の連携による地域づくり 災害に強い地域づくりと危機管理 �>ﾈ4�8ｸ7h5育2�1 迭ﾃS���

南アルプス市､笛吹市 �"�17,400 

議会事務 新時代の地方公営企業の経営 俟)Wｸ�2�1 唐ﾃs���

笛吹市 ���3,900 

計(市51名.町村4名 �ｩ�xﾘsikﾂ��61 鉄3RﾃCS��

※体系欄　政策-政策篇(対象者: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28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 国際 �盈｢�受講市町村等 做9{��B���ﾂ��助成額 (円) 

海外-売り込め!地域資源を活用した 国際観光戦略 多文化共生の地域づくりコース �4ｩ���2�1 途ﾃ����

南アルプス市 ���7,300 

公共 俎9�ﾙUﾘ廁/�ｦｨ,h+x.�7ﾘ6ﾈ5x8�986r���uﾈ蠅霾亥ｪI�ﾘﾘxﾇh枌ﾘ,ﾈｨ駅����齪���ﾈ,ﾈ5ｨ4ﾈ8X8ｨ6X4)�鞜B���5H486��ｸﾕXﾈ)9�*�.x�饑�/�,x*H荿.�*����都留市 ���7,000 

政策 剴s囲市 ���7,000 

日 地方公営企業法の適用に向けた実務 俟(�(�2�1 途ﾃ����

自治体マネジメントのための地方公会 計実務 伜)(hﾌ��｢�1 途ﾃ����

pカ 地域経済分析システム(リ-サス)等 を活用した地域産業支援 介護保険事務-制度と運用- �79z�2�1 ���ﾃS���

甲府市 ���ll,300 

首長 �6x6(7h7ﾘ6ﾈ5x8�986x5ｨ7�6��ｲ�旭仂h,ﾉ&饑ｸｹ)�絢ﾘ嶌,佰ﾈ*�+ﾘｬ(ｺｹ�餔R��甲府市 ���7,300 

1E…､ 市町村議会議員特別セミナ- 俟)Wｸ�2�"唔79z�:H諸��*ﾂ��"��5 �3bﾃS���

市町村議会議員研修[5日間コース] (新人議員のための地方自治基本コース) 市町村議会議員研修[5日間コース] (社JA保障.社△福祉コース) �79z�:IW域ﾘ憙ﾏｸﾌ�*ﾂ�2 �3"ﾃS���

都留市 ���16,250 

つて早フ三 市町村議会議員研修[3日間コ-ス] (地方∠､権の動向と自治体の行政改革) 傴ｩ��*ﾂィ��4 鼎"ﾃ����

刀ロ 市町村議会議員研修[3日間コ-ス] (地方議昌のための政策法務) 俟)Wｸ�2�1 ���ﾃS���

P_′､｣ 市町村議会議員研修[3日間コ-ス] (地方財政制度の基本と自治体財政) 俟)Wｸ�:I79z�2�2 �#�ﾃ����

一つ乙 市町村議会議員研修[2日間コ-ス] (自治体決算の基本と実践) 俟)Wｸ�2�1 途ﾃ3���

Fj出 市町村議会議員研修[2日間コ-ス] (自治体財政の見方) 俟)Wｸ�:H諸��*ﾂ�"��3 �#�ﾃ����

口 市町村議会議員研修[2日間コ-ス] (防災と議員の役割) 俟)Wｸ�2�"��2 ��Bﾃc���

Pノ【コ 計(市20名.町村10名.その他0名) �30 �#s2ﾃ鉄��

※区分欄　国際-国際文化研修

公共-公共政策技法研修

政策-政策･実務研修

首長-首長･議員等研修
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平成28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�

-般 倡ｸﾔ��土木施工管理 俟(�(�2�1 鼎rﾃ����

防災 ��Xｴｹlﾘﾝ�･�Jﾘﾝ�+ﾈﾎ8,�*�*�.����吮�甲府市 ���49,900 

地域の浸水対策 俟(�(�2�1 鼎津����

砂防 �7俚ｸﾝ�･��鞜B�甲州市 ���49,900 

都市 �5(987�4�6x5h6X4"�甲府市 ���55,800 

建築 佶ｩ'ｨ8ｨ6ｨ8X�ｸ4�8ｲ�甲府市 ���49,900 建築施工マネジメント �79z�2�1 鼎2ﾃ����

建築確認実務Ⅰ 俟)Wｸ�2�1 鼎2ﾃ����

計(市8名.町村o名.組合0名) 劔8 �3��ﾃ����

※1コース欄　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　　施工-施工管理

防災-防災

砂防-砂防･海岸

都市-都市

建築-建築
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(参　考)

全国市町村研修財団(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修了者数

(単位:人)

研修所名 買���H19 買#��買#��H22 買#2�H24 買#R�H26 買#r�H28 

市町村職員中央研修所 田��74 都R�田2�58 都b�62 田��42 鉄2�61 

全国市町村国際文化研修所 �32�17 ��B�����13 �#R�9 �#2�21 �#��36 

全国建設研修センター �� �� 唐�3 唐�7 ��"�9 湯�8 

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

(単位:人)

年度 市町村 儡62 ～ H16 買�r�H18 買���H20 買#��H22 買#2�H24 買#R�H26 買#r�H28 俘xﾇb�

甲府市 �249 ��2�9 免ﾂ�17 ��2�12 ��r�10 ��"�9 免ﾂ�12 �3迭�

富士吉田市 �50 途�6 釘�4 ��"�10 途�6 澱�7 澱�7 ��3"�

都留市､ �15 �"� ���2 �2� �� ��1 ��3 �#r�

大月市 �19 �"�1 �2�1 �� ��1 �� �� �#r�

韮崎市 �25 �"�20 唐�ll 湯�5 �2�5 澱� ���13 �����

南アルプス市 �104 ����7 ����6 迭�8 途�6 湯�5 澱�4 ��ビ�

甲葉市 �38 澱�7 澱�3 迭�7 途�7 ��� 釘� 涛��

笛吹市 �37 �� 迭�3 ���2 ��"�8 唐�8 ��"�6 ���"�

北仕市 �44 ��1 ��r�14 途�5 途�3 湯�2 �2�5 ���r�

上野原市 �8 �� ��1 �"�2 ��1 �"� ���1 ����

山梨市 �32 途�3 �"�3 �� ��2 ��� ��� 鉄��

甲州市 �25 ��2 �� ��1 迭� �� �� �32�

中央市 �10 �� �� �� �� �� �� ����

I:i,- �� 定��4ﾙ_ｩ�Ｗtｨ�3ｸ*ｲ�蓋謡■■:■■′■J≒家鳩■ �唏6ﾘ�7鉗鈔s�粡韜h�w�� ���6ﾘ+�駘�%4(����X��rrﾒ�*ｲ�一議拙地溝良.J滞 ��魂芳書-■覇≡ ��･適業輯鷲§~ 乘�%9(茲� ��

揮発_野間父 �� 鈴�h�ﾇ�� �� �9��ﾆr� 兌ﾉ-YFW���ﾆ｢�研く≒萱..㌔ ��～ ��対=丁重=-==菱空家-三重 

高∫t ���ﾙ�ｲ�17 �"�1 ���2 ��� �� �� �� �#B�

早Jl �*ﾂ�6 �� �� �� �� �� �� 澱�

身延町 �16 ��1 釘�1 �� �� �� �� �#"�

南部町 �10 �� �� �� �� �� �� ����

富士川町 �16 ��� �� �� �� ��1 �� ����

昭和町 �2 �� �� �� �� �"� �"� 澱�

道志村 �5 ��1 �"� �� ���3 �� �� ��"�

西桂町 �4 �� �� �"� ��� �� �� 途�

忍野村 �5 �� �� �� ��1 �� �� 澱�

山中湖村 �6 �� �� �� �� �� �� 澱�

鳴沢村 �4 �� ��1 ���2 �� �� ��1 湯�

富士河口湖町 �12 �� ��2 �� �2�3 �� ��3 �#2�

小菅村 �5 �� �� �� �� �� �� 迭�

丹波山村 �6 �� �� �� �� �� �� 澱�

姦L 〟 仂ﾂ�% �-亳�ﾋ3ｧ利,礼迄ﾄ��X���ﾟ8ｻﾚ"粐� �� �� 从"� �."�遜~pノ ��

その ��ﾂ�28 迭�1 ��4 �"�4 澱�6 ��"�9 澱�6 塔��

% �� ��- ��{__I.柿 豫2� ��憐 ��8 ��

※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修所修了者数一覧表

(単位:人)

年度 市町村 買R������b�H17 買���H19 買#��H21 買#"�H23 買#B�H25 買#b�H27 買#��合計 

甲府市 �3"�8 �"�2 �2�4 �"�5 �"�5 釘�8 ����87 

富士吉田市 ��2� �� �� �� ��1 ��� ��15 

都留市 ��B�3 ��� ��� �� �� ��1 途�27 

大月市 ��"� ��� �� ��1 釘�1 ���2 ���23 

韮崎市 ��B�1 �"�8 釘�5 ��1 ��5 澱�1 ��47 

南アルプス市 湯�1 ��� ���1 �2� ��2 迭� ���24 

甲斐市 ���� ��2 ���1 ��5 �� �� 釘�23 

笛吹市 ��B� �� ��1 ��1 �� ��1 ���18 

北杜市 �#�� ��2�4 ���4 �"� �� ���3 ��48 

上野原市 途� �� �� �� �� �� ��7 

山梨市 ��b� ��� �� �� ��3 �"�1 ��23 

甲州市 免ﾂ� �� �� �� ��� �� ���13 

中央市 釘� �� �� �� �� �� ���5 

義;護J■■､萱 �� �=��← �� ��

市川三郷町 途� �� �� �� �� �� ��7 

早川町 �"� �� ���1 �� �� �� ��4 

身延町 ����1 �"� �� �� ��1 �� ��14 

南部町 �2� �� �� �� �� �� ��3 

富士川町 湯� ���1 ��1 �"�3 ��2 �� ��19 

昭和町 �2� �� �� ��2 ���3 ��2 唐�19 

道志村 �"� �� �� �� �� �� ��2 

西桂町 釘� �� �� �� �� �� ��4 

忍野村 �2� �� �� �� �� �� ��3 

山中湖村 ��� �� �� �� �� ��1 ���3 

鳴沢村 ��� �� �� �� �� �� ��0 

富士河口湖町 釘� 唐� ��� 釘� ��� �� ���19 

小菅村 ��� �� �� ��5 �� �� ��5 

丹波山村 ��� �� �� �� �� �� ��0 
:~~<':~湧-a:'_;. �� ��AL 

一類､ヤー ��琴軍務､.′じ ��:琵÷ �� 停粐襌U｢��� �� 

その他 釘� ��� ��� ��2 �� ��� ��9 

- �2�i ��･√ �� �� 辻� ��† ��9��ｧ����v��

※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o
※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

(単位:人)

年度 市町村 買�b�H17 買���H19 買#��H21 買#"�H23日24 僣25 買#b�H27 買#��合計 

甲府市 �"�1 釘�1 ���3 ���2 �"�4 迭�3 釘�33 

富士吉田市 ��� �� �� ���1 ��� ���1 ��6 

都腎市 �� �� ��1 �� ��3 �� ���5 

大月市 �� �� �� �� �� �� ��0 

韮崎市 �� �� �� �� �� �� ��0 

南アルプス市 �� �� ��1 ��4 ��1 ��1 ��7 

甲斐市 �� �� �� ��� �� �� ��1 

笛吹市 �� �� ��1 �� �� �� ��1 

北杜市 �� �� ���2 �� �"� �� ��5 

上野原市 �� �� �� �� �� �� ��0 

山梨市 �� �� �� �� �� �� ��0 

甲州市 �� �� �� ��1 �"�4 �2�4 �2�17 

中央市 �� �� �� �� �� �� ��0 

宅は.=鵜盗.pL一重孝鑑:享'㌫≒L.■ 凩穩�こ頚疲~~~_X護 白� ��葦H�X�H��鉗駛��6燃�≡;地盤h_I(igt≒妻 ��)7tｨ�ﾈ��ﾈ����ｩ�� �� �� �� 

頚㌻.…､.:.i-精池野藁~琴馨_実襲撃; �� 陳ﾕⅸ����.兀CｩU伜ﾒ�-諦策平喜.:窄頭;-≡ ��iV�篦ﾘｷﾂ隶ﾂ� 停粨��ﾆ�� �� ��

市川三郷町 �� �� �� �� �� �� ��0 

早川町 �� �� �� �� �� �� ��0 

身延町 �� �� �� �� �� �� ��0 

南部町 �� �� �� �� �� �� ��0 

富士川町 �� �� �� �� �� �� ��0 

昭和町 �� �� �� �� �� �� ��0 

道志村 �� �� �� �� �� �� ��0 

西桂町 �� �� �� �� �� �� ��0 

忍野村 �� �� �� �� �� �� ��0 

山中湖村 �� �� �� �� �� �� ��0 

鳴沢村 �� �� �� �� �� �� ��0 

富士河口湖町 �� �� �� �� �� �� ��0 

小菅村 �� �� �� �� �� �� ��0 

丹波山村 �� �� �� �� �� �� ��0 

磁空蝉≡~-~章琶~≒~~~~'÷-'L'} ��こ､■滋 団聹� 凭ﾈ�ｶ2ﾈ��.xｮﾂ� 辻�節 ��-+∵㌧ ��,I:ffjJ ��� 

i- ��特需_A_～..- 乘隰"���ﾂﾒ�����調��翻-,_.書: ��-.尊;,ノ芸 � 

その他 �� �� �� �� �� �� ��0 

磯ン~"1 :.幕,舞､._′汐.輝三._*'帯革至,要小_′.. ��萱~変疲=~=/:I-ン1°Y1≡ 凭H�ﾈ��������w耨｣ｧ闔ｨ饕罟8�� �� �� ��諜芳=孝:.==¥,"≡'=当: ��% ��雌 

※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

1,217,190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

(単位二円)

構成市町村 �+(ﾛ位Hｸh4�8ｸ�ｸ7b�事業 傚Y�ﾈｧ｢�

甲府市 俟)Wｸ�8��,x.�韈�支,H辷�邊�甲府市子ども.子育て支援施 ���2ﾃ3#B�
策調査研究グループ 倚I+(ﾛ位Hｸh馼ｼb�

富士吉田市 儻域ﾘｶy68�9�X什/�粂7h8ﾘ5x4r�富士吉田市人口減少等の課題 �#S�ﾃ#SR�
クトチームイベント事業班 �,���+x.兩ｸﾟH,ﾉ+(ﾛ位Hｸh馼ｼb�

都留市 �,(.���ｩ*ﾈ6X485�6xﾜI�h7h8ﾒ�つる城下町テイスト再生プロ ���rﾃ��"�
ジエクト研究会 �5x4x4�6r�

韮崎市 價ﾙ$(��*ｨ*(髦辷���ﾆxﾊHｸh橙�発達降がい児支援連携研究事 莱 �##津����

甲州市 竸�*(,Hｧ�+X-�-ﾈ+�,8*ﾘ.位Hｸb�旧甲州街道のにぎわい創出に �#�2ﾃc�B�

グループ 亊h+x.侈Hｸb�

大和町活性化プロジェクトチ ーム ����&闔h,�*�*�.�&闔h��ﾋ�,ﾂ�y葵駅�,h*�.�,H,�+Y�ﾉ�x,亊b�+x.侈Hｸb�231,295 

計 塗馼ｼb���ﾃ#�rﾃ����

4　市町村振興共同助成事業(定款第4条第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830,672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｡

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条第5号)

○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｡ (1回1,000部)

･市町村職員情報誌｢やまなし自治の風｣編集委員会開催状況 

年月日 ��ｨ��議題 

H28.6.21 侈x齪��檍ｭ��ﾊH�8�2�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 

3平成28年度9月号(Vbl.40)の編集内容等について 

4平成28年度9月号(Ⅶ1ー40)の発行までのスケジュー 

′レについて 

5平成28年度9月号(Vbl_40)の特集内容について 

以上承認 

H28.12.8 �1平成28年度9月号(Ⅵ)1.40)の総括について 

2平成28年度3月号(Ⅶ1.41)の編集内容等について 

3平成28年度3月号(Wl_41)の発行までのスケジュー 

′レについて 

以上承認 

1平成28年度｢やまなし自治の風｣の総括について 

H29.3.27 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(サマージャンボ宝くじ等)関係

〔pR期間　6月17日～7月29日(発売期間　7月6日～7月29日)〕

(D　新聞掲載　山梨新報　　　　7月8日､ 7月15日､ 7月22日(3回)

②　ラジオCM(20秒) (山梨放送･FM富士)　　7月6日～7月29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-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) 6月30日～7月29日(30日間)

JR身延線(甲府～富士間) 6月29日～7月26日(28日間)

富士急行線(大月～河口湖間) 6月30日～7月29日(30日間)

山梨交通バス(国中全路線) 6月30日～7月29日(30日間)

富士急行バス(郡内全路線) 6月30日～7月29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17日､鹿島アントラーズ

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　市町村商工会等訪問広報活動　　6月17日～7月4日(5日間)

市町村商工会等を職員が訪問の上､ P R等依頼した｡

⑪　市町村広報紙等の活用(掲載市町村数13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･追

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26日～10月14日(発売期間　9月26日～10月14日)〕

(∋　新聞掲載　山梨新報　　　　9月30日(1回)

(参　ラジオCM(20秒) (FM富士) 9月26日～10月14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1日､横浜Fマリノス戦)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-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15市町村)

2　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

･山梨県町村会　50千円

計　　　100千円

Ⅲ　会議の開催状況

1　評議員会

年月日■ ��区 分 ��ｨ��亳8粂ｷ�-�_�ﾙ�馼ﾘ��

H28.4.25 ��臨 ����Uﾘｶ8醜,ﾈ�D8,僵ｨ*Hﾏ9^(�(,ﾉ�僖8,�,(*(,B�

(書面決議) ��時 劍決�8�9Db�

H28.6.20 �.��侈x齪��檍ｭ����[ﾙ�ﾃ#yD�7磯hｼi_�ﾙ�,�,(*(,B�
1平成27年度収支決算について 

時 剔�-会議室 �2平成28年度補正予算について 

3評議員及び役員の選任について 

以上承認 

H28.8.26 凩R��� ��Uﾘｶ8醜ｷ�-�yﾘ馼,ﾈ�D8,僵ｨ*Hﾏ9^(�(,ﾉ�僖8,�,(*"�

(書面決議) 倬��� �,B�

以上承認 
H28.12.27 凩R��� ��[ﾙ�ﾃ#吋�7運)�9uﾈ螽,�,(*(,B�

(書面決議) 倬��� ���8�9Db�

H29.3.29 俟��鰾�侈x齪��檍ｭ���bﾘ檍ｶ8�� ��[ﾙ�ﾃ#僖�7磯hｼhﾇh柯,�,(*(,B�

2平成29年度収支予算について 

3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��議案及び報告事項 

H28.4.21 ��1平成28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 
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H28.5.26 侈x齪��檍ｭ���h耳檍ｶ8��1平成27年度事業報告について 

2平成27年度収支決算について 

3平成28年度補正予算について 

4平成28年度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 

H28.6.24 侈x齪��檍ｭ��1理事長の選定について 
2常務理事の選定について 

第-会議室 �8駟k�ｼy+x,ﾉD9kﾘ,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�
以上承認 

H28.8.17 ��1平成28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 

H28.12.22 (書面決議) ��1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 

2平成28年度補正予算について 

3平成28年度第3回臨時評議員会の開催について 
以上承認 

H29.2.28 侈x齪��檍ｭ���bﾘ檍ｶ8��1新市町村振興宝くじ(-ロウインジャンボ宝くじ) 

の市町村交付金に係る均等割(市町村数)の算定方 

法について 

2平成29年度事業計画について 

3平成29年度収支予算について 

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 

5平成28年度第4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 

H28.5.18 侈x齪��檍ｭ���9+x檠o�醜��1平成27年度事業報告について 2平成27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28年7月1日､平成29年3月23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28年7月15日

(3)関東地区都県市町村振興協会事務局長会議(東京都)

平成28年11月10日～11月11日
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Ⅳ　市町村振興宝くじ(サマージャンボ宝くじ等)の発売実績及び県交付金

(1)発売計画額　1, 050億円

(2)発売実績

売捌証票枚数 價ﾙHHｧ｢�前年比 

全国 �#S�ﾃ��rﾃ�#9hr�75,032,376,900円 ����3�Xﾋ��

山梨県 ��ﾃs途ﾃS�)hr�539,250,600円 ��(�ｳ�"Xﾋ��

(3)収益金交付金

(単位:円) 

県交付金 刳誾熕ﾏ立額 ��全国協会納付額 
(90%) �(10%) 

確定交付額 �3�Rﾃ田Rﾃs3��275,369,159 �30,596,571 

時効金交付額 �#津#SbﾃSc��26,330,912 �2,925,656 

計(A) �33Rﾃ##"ﾃ#唐�301,700,071 �32ﾃS#"ﾃ##r�

前年度(B) 鼎#bﾃ33bﾃ3#2�383,702,693 鼎"ﾃc32ﾃc3��

(A)/(ち) 都ゅc2R�78.63% 都ゅc2R�
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