
 

 

 

平成 28 年度事業報告書 

平成 28 年４月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで 

（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし） 

1. 事業実施概要 

本組織では、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）による「やまなし未来創

造教育プログラム」の単位互換を含めて、12 事業を実施した。各事業の概要及び実施成果は以

下の通り： 

 

(1) 高大連携事業（高大連携教職員セミナーの開催） 

県教育委員会及び高等学校進路指導部会等との連携により、2 月 20 日（月）に山梨学院大学

にて高校教員向けの高大連携教職員セミナーを開催した。”アクティブラーニングから「深い学

び」へ“をテーマに、金沢大学の杉森公一准教授の講演と、今年度実施した高校生アンケート結

果の報告を行った。 

 

(2) 高大連携事業（キャリア意識に関するアンケート調査の実施） 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（以下、「COC+事業」という。）との共済により、

山梨県内の高校生を対象としたアンケート調査を実施し、その結果を各大学及び高校に還元し

た。この結果は、次年度以降の高大連携事業に反映する予定である。 

 

(3) 高大連携事業（高大連携みらいサロンの開催支援） 

学生交流事業との連携により、12 月 20 日（火）に「学生交流会」、及び 2 月 24 日(金)に

「学生イニシアティブ事業活動成果報告会×クラウドファンディング FAAVO やまなし活用ワ

ークショップ」を開催した。本交流会には、県内高校生にも周知を行い、高校生と大学生との交

流の場ともなった。 

 

(4) 学生交流事業（学生イニシアティブ事業の実施） 

学生の社会活動を支援する「学生イニシアティブ事業」を実施し、応募があった 13 事業の中

から、学生交流部会によるプレゼンテーション審査の結果、9 事業を選定し、活動費の支援を行

った。 

 

(5) 地域協働事業（クラウドファンディングプロジェクトの実施） 

COC+事業の一環として、クラウドファンディング運営委員会を設置し、事務局としてクラウ

ドファンディングサイト「FAAVO やまなし」の運営支援を行った。 

 



 

 

(6) 単位互換事業（単位互換の実施、シラバスの作成・公表等） 

(7) 単位互換事業（COC+やまなし未来創造教育プログラムの実施支援） 

これまでの参加 7 大学による単位互換事業に加え、COC+事業による「やまなし未来創造教

育プログラム」の 8 大学による単位互換事業を実施した。それにより、2 つの単位互換事業合

わせて 179 科目を提供いただき、学生による延べ志願者数は、前後期合計で 52 名であった。 

 

(8) 留学生支援事業（留学生スピーチコンテストの開催） 

やまなし留学生スピーチコンテスト実行委員会を設置し、協賛企業などからの支援を頂きな

がら、12 月 17 日（土）に山梨県立図書館にて、留学生スピーチコンテストを開催した。今回

のテーマである「こうなったらいいな山梨」に 22 名の留学生が申込み、当日 19 名が参加しス

ピーチを行った。 

 

(9) 生涯学習事業（県民コミュニティーカレッジの開催） 

山梨県からの補助事業として「県民コミュニティーカレッジ講座」（広域ベース 2 講座、地域

ベース 11 講座）を開講した。延べ受講者数は、昨年度のよりも 1,944 名よりも大幅に増加し、

2,164 名であった。 

 

(10)  調査等受託事業（やまなし観光カレッジ事業の実施支援） 

昨年度に引き続き、山梨県観光部観光企画・ブランド推進課からの受託事業として、「やまな

し観光カレッジ事業」の支援を行い、9 大学で合計 629 名の受講者（修了者数 346 名）があ

った。  

 

(11)  調査等受託事業（こうふフューチャーサーチ事業の実施支援） 

甲府市補助事業「こうふフューチャーサーチ普及促進事業」の一環として、山梨大学授業科目

「フューチャーサーチ」による Mirai プロジェクトの実施支援業務を行った。 

       

(12)  全国への情報発信事業 

主に WEB サイト、Facebook ページにより情報発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 事業の実施に関する事項 

（1）特定非営利活動に係わる事業 

 

 

 

定款の 

事業名 
事業内容 実施日 実施場所 

従業者 

の人数 

受益対象者の範

囲及び人数 

H28 

決算 

（千円） 

多様な交流

機会の提供

事業 

高大連携事業（高大連

携教職員セミナーの開

催） 

2/22(月) 
山梨学院大

学 
15 名 

県内高校教員 

約 60 名（※） 

60 

高大連携事業（キャリ

ア意識に関するアンケ

ート調査の実施） 

9 月～2月 
山梨大学、 

事務局 
15 名 

県内高校生 

約 27,000 名 

高大連携事業（高大連

携みらいサロンの開催

支援） 

通年 県内大学 15 名 
県内高校生 

約 27,000 名 

学生交流事業（学生イ

ニシアティブ事業の実

施） 

6 月～2月 県内大学 15 名 

県内留学生及び

大学生・短大生

約 18,000 名 

508 

地域協働事業（クラウ

ドファンディングプロ

ジェクトの実施） 

通年 事務局 10 名 不特定多数 2,450 

教育・研究

の相互補

完・向上と

成果の還元

事業 

単位互換事業（単位互

換の実施、シラバスの作

成・公表等） 

通年 
県内大学、 

事務局 
15 名 

県内大学生・短

大生 60 名 

3,975 
単位互換事業（COC+や

まなし未来創造教育プ

ログラムの実施支援） 

通年 
県内大学、 

事務局 
20 名 

県内留学生及び

大学生・短大生

約 18,000 名 

留学生支援事業（留学

生スピーチコンテストの

開催） 

12/19（土） 

県内各大学・

短期大学、事

務局 

15 名 

県内留学生及び

大学生・短大生

約 18,000 名 

451 

生涯学習事業（県民コミ

ュニティーカレッジの開

催） 

6 月～2月 

甲府中心市

街地、県内大

学 

15 名 
県民 

約 2,000 名 
2,776 

調査等受託事業（やまな

し観光カレッジ事業の実

施支援） 

4 月～2 月 県内大学 10 名 

県内大学生・短

大生 

約 300 名 

2,123 

調査等受託事業（こうふ 

フューチャーサーチ事業

の実施支援） 

1 月～3 月 
県内大学、 

事務局 
20 名 

県内留学生及び

大学生・短大生

約 18,000 名 

394 

全国への情

報発信事業 

情報交換・交流・発信事

業（ホームページによる

活動内容の紹介と成果

の公表） 

通年 事務局他 27 名 不特定多数 0 



（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）
金　　　　額　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部
１　流動資産

現金 0
預金 1,286,709
前払費用 72,602
未収入金 3,869,667
仮払金 0

　流動資産合計 5,228,978
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 5,228,978

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 2,014,466
未払費用 404,060
預り金 16,805
未払法人税等 211,700

　流動負債合計 2,647,031
　負債合計 2,647,031

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 1,727,071
　当期正味財産増加額 854,876

正味財産合計 2,581,947
負債及び正味財産合計 5,228,978

平成２８年度　特定非営利活動に係る事業会計　貸借対照表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科 目



（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）
金　　　　額　　（単位：円）

（資金収支の部）
Ⅰ　収入の部

１　会費等収入
正会員 1,652,000
賛助会員 90,000
運営費負担金 4,848,000
事業費負担金（留学生スピーチコンテスト） 323,000
寄付金（留学生スピーチコンテスト） 140,000 7,053,000

２　事業収入
クラウドファンディング 1,126,290 1,126,290

３　補助金等収入
補助金収入(県民コミュニティーカレッジ） 2,776,000
受託収入（やまなし観光カレッジ） 2,123,061
受託収入（COC＋単位互換） 3,978,374
受託収入（こうふフューチャーサーチ） 492,080
受託収入（クラウドファンディング） 1,944,000 11,313,515

４　その他収入
受取利息 63
学生イニシアティブ事業返金等 110,420 110,483

　当期収入合計 19,603,288

Ⅱ　支出の部
１　事業費

多様な交流機会の提供事業費
　高大連携事業費 59,778
　学生交流事業費 508,034
　地域協働事業費（クラウドファンディング） 2,450,060
教育・研究の相互補完と成果の還元事業費
　単位互換事業費（COC＋単位互換） 3,974,713
　留学生支援事業費 451,027
　生涯学習事業費 2,776,000
　調査等受託事業費（やまなし観光カレッジ） 2,123,061
　調査等受託事業費（こうふフューチャーサーチ） 394,180
全国への情報発信事業費
　情報交換・交流・発信事業費 0 12,736,853

２　管理費
事務局運営費 5,799,859 5,799,859

３　その他支出
法人税・住民税等 211,700 211,700

　当期支出合計 18,748,412
　当期収支差額 854,876
　前期繰越収支差額 1,727,071
　次期繰越収支差額 2,581,947

（正味財産増減の部）
Ⅲ　正味財産増加の部

１　資産増加額
当期収支差額 854,876
備品購入額 0
備品受贈額 0

２　負債減少額 0
　増加額合計 854,876

Ⅳ　正味財産減少の部
１　資産減少額

備品減価償却額 0
２　負債増加額 0

減少額合計 0
　当期正味財産増加額 854,876
　前期繰越正味財産額 1,727,071
　当期正味財産合計 2,581,947

平成２８年度　特定非営利活動に係る事業会計　収支決算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科 目



（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）
金　　　　額　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部
１　流動資産

現金 0
預金 0
未収入金 3,869,667

　流動資産合計 3,869,667
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 3,869,667

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 1,006,747
未払費用 106,783
特定非営利活動からの短期借入金 2,061,776
未払法人税等 211,700

　流動負債合計 3,387,006
　負債合計 3,387,006

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 -27,430
　当期正味財産増加額 510,091

正味財産合計 482,661
負債及び正味財産合計 3,869,667

平成２８年度　収益事業に係る事業会計　貸借対照表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科 目



（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）
金　　　　額　　（単位：円）

（資金収支の部）
Ⅰ　収入の部

１　会費収入
正会員 0
賛助会員 0

２　事業収入
クラウドファンディング 1,126,290

３　補助金等収入
補助金収入 0
受託収入（やまなし観光カレッジ） 2,123,061
受託収入（COC＋単位互換） 3,978,374
受託収入（こうふフューチャーサーチ） 492,080
受託収入（クラウドファンディング） 1,944,000

４　寄付金収入
寄付金収入 0

５　その他収入
受取利息等 0 9,663,805

　当期収入合計 9,663,805

Ⅱ　支出の部
１　事業費

　地域協働事業費（クラウドファンディング） 2,450,060
　単位互換事業費（COC＋単位互換） 3,974,713
　調査等受託事業費（やまなし観光カレッジ） 2,123,061
　調査等受託事業費（こうふフューチャーサーチ 394,180 8,942,014

２　管理費 0 0
３　その他支出

法人税・住民税等 211,700 211,700
　当期支出合計 9,153,714
　当期収支差額 510,091
　前期繰越収支差額 -27,430
　次期繰越収支差額 482,661

（正味財産増減の部）
Ⅲ　正味財産増加の部

１　資産増加額
当期収支差額 510,091
備品購入額 0
備品受贈額 0

２　負債減少額 0
　増加額合計 510,091

Ⅳ　正味財産減少の部
１　資産減少額

備品減価償却額 0
２　負債増加額 0

減少額合計 0
　当期正味財産増加額 510,091
　前期繰越正味財産額 -27,430
　当期正味財産合計 482,661

平成２８年度　収益事業に係る事業会計　収支決算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科 目



（特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）
金　　　　額　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部
１　流動資産

現金 0
預金 1,286,709
前払費用 72,602
未収入金 3,869,667
仮払金 0

　流動資産合計 5,228,978
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 5,228,978

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 2,014,466
未払費用 404,060
預り金 16,805
未払法人税等 211,700

　流動負債合計 2,647,031
　負債合計 2,647,031

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 1,727,071
　当期正味財産増加額 854,876

正味財産合計 2,581,947
負債及び正味財産合計 5,228,978

平成２８年度　会計財産目録
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

科 目



事業概要 備考
会議費 774 お茶代
通信運搬費 756 メール便他
支払手数料 648 振込手数料
謝金 57,600 講演料
計 59,778
活動費補助金 393,328 学生ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ事業活動費補助金
会議費 12,512 打合せ昼食代
旅費 47,924 審査員交通費
通信運搬費 7,216 郵送費等
消耗品費 324 事務用品等
支払手数料 4,860 振込手数料
使用料及び賃借料 20,480 会場賃借料
印刷製本費 21,390 チラシ印刷
計 508,034
賃金 40,000 学生アルバイト
外注費 1,944,000 ライセンス使用料
旅費 300 駐車場代
通信運搬費 3,198 チラシ等郵送費
消耗品費 15,840 事務用品等
支払手数料 12,420 振込手数料
支払報酬 317,950 FAAVOパートナー活動費等
謝金 90,000 セミナー講演料
印刷製本費 26,352 チラシ印刷費
計 2,450,060

小計 3,017,872
給与・賃金等 2,478,389 事務局スタッフ人件費
外注費 263,527 セミナー企画実施等
会議費 52,157 会議お茶、昼食代
旅費 86,010 駐車場代、通勤費等
消耗品費 521,796 事務用品等
支払手数料 10,044 振込手数料
使用料及び賃借料 49,810 会場費
支払報酬料 121,000 経理業務支援費
印刷製本費 391,980 チラシ印刷費
計 3,974,713
会議費 35,434 コンテスト開催費
旅費 4,500 会場駐車場料金
通信運搬費 4,982 チラシ等郵送費
消耗品費 6,179 コピー用紙代他
支払手数料 3,780 振込手数料
使用料及び賃借料 29,810 会場賃借料
支払報酬料 150,000 優秀賞賞金
謝金 22,272 審査員謝金
印刷製本費 194,070 チラシ印刷費
計 451,027
賃金 338,063 職員・アルバイト賃金
通信運搬費 248,686 チラシ等郵送費
消耗品費 177,078 コピー用紙代他
支払手数料 29,268 振込手数料
使用料及び賃借料 220,600 バス貸切料
謝金 1,456,525 講師謝金
印刷製本費 305,780 チラシ印刷費
計 2,776,000
給与・賃金等 870,850 事務局スタッフ人件費
外注費 124,671 WEBサイト構築費
会議費 1,034 会議お茶代
通信運搬費 442 郵送費等
消耗品費 151,404 事務用品等
支払手数料 2,160 振込手数料
使用料及び賃借料 1,366,680 バス貸切料、会場費
計 2,517,241

小計 9,718,981
情報交換・交流・発信事業 0 事務局運営費に含む

小計 0

高大連携事業

学生交流事業

地域協働事業

多様な交流機
会の提供

経　費　の　内　訳
（単位：円）

事業区分 経費の内訳

教育・研究の
相互補完と成
果の還元

全国への情報
発信

調査等受託事業

生涯学習事業

留学生支援事業

単位互換事業



給与・賃金等 4,368,750 事務局スタッフ人件費
法定福利費 677,761 社会保険料
外注費 43,671 セミナーコーディネーター費用
会議費 86,803 総会開催費用を含む
旅費 88,130 駐車場代、通勤費等
通信運搬費 214,725 電話料金、郵送費等
消耗品費 105,493 コピー用紙代他
諸会費 20,000 全国大学コンソ協議会年会費
支払手数料 42,768 振込手数料
使用料及び賃借料 100,506 事務局賃料、レンタルサーバ料
租税公課 600 印紙代
印刷製本費 50,652 報告書印刷費
計 5,799,859

法人税・住民税等 租税公課 211,700
211,700

18,748,412合計

その他支出

事務局の運営管理費

小計
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