
令和元年度事業報告 

平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日まで 

（特定非営利活動法人大学コンソ―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、13 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）

山梨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、３月 26 日（木）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予定していたが、新型コロナウイルスの影響を受け中止

した。 

（２） 高大連携事業（Why Cafe）

山梨県内の高校生を対象に「対話を通じて自分の大切にしていること、未来に向けた可能性に気付き、

自己決定する力を支援する」といったワークショップを開催した。12 月 21 日（土）参加者９名、１

月 25 日（土）８名、２月 29 日（土）については、新型コロナウイルス感染拡大を鑑み中止とした。 

（３） 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、10 事業を選定し、活動の支援を行った。 

（４） 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。 

（５） 単位互換事業（単位互換の実施、シラバスの作成・公表等）

（６） 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 191 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 92 名であった。 



（７） 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 14 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

こでみつけた”小さな幸せ”」に 40 名の留学生が申込み、当日 33 名が参加しスピーチを行った。 

（８） 地域実践講座等の開催

「地域実践講座実施委員会」を設置し、３月７日（土）に帝京科学大学において小学３・４年生を対

象とした哲学のワークショップを予定していたが、新型コロナウイルスの影響を受け中止した。 

（９） 調査等受託事業（やまなし観光カレッジ事業の実施）

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 477 名の受講者（うち、修了者数 349 名）があった。

（１０）調査等受託事業（未来計画研究社の運営支援）

甲府市からの補助事業の一環として、山梨大学からの受託事業により「フューチャーサーチ」（山梨

大学単位互換科目）による Mirai プロジェクトの実施支援や未来計画研究社スタジオ管理などの支援

業務を行った。また、「やまなし合同 JIBUN 説明会」２月６日（木）において、会計業務や当日の会場

運営業務の支援を行った。 

（１１）リアルファンディング in やまなし

リアルファンディング in やまなし実行委員会（山梨県ニュービジネス協議会、未来計画研究社・山

梨大学地域未来創造センター・特定非営利活動法人大学コンソーシアムやまなし）主催イベント「You

はここで何をする?」２月６日（木）において会場運営業務などを行った。 

（１２）調査等受託事業（「山梨県立大学冬季日本語研修に係わる事務委託業務」）

山梨県立大学と提携大学である韓国のハンバッ大学の冬季日本語研修に係わる事務支援業務を行っ

た。実施期間は、2020 年２月５日（水）～２月 21 日（金）、ハンバッ大学の参加学生は 14 名であっ

た。 

（１３）全国への情報発信事業

上記の各活動について、主に WEB サイト及び 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

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 

R1 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） 

3/26 

(木)※ 
山梨学院大 15 名 

県内高校教員 

約 60 名 

45 

高大連携事業（Why 

Cafe） 

12/21 

1/25 

２/29(土)

※ 

Miacis（韮崎市）

他 
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 
県内各大学・短

期大学、事務局 
15 名 

県内大学生・短

大生 

約 18,000 名 

538 

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 23 名 不特定多数 1,311 

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 
県内各大学・短

期大学、事務局 
11 名 

県内大学生・短

大生 

約 18,000 名 

０ 

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 
県内各大学・短

期大学、事務局 
33 名 

県内大学生・短

大生 

約 18,000 名 

2,022 

留学生支援事業（留

学生スピーチコンテ

ストの開催）

12/14(土) 
山梨県立図書

館、山梨大学 
12 名 

県内留学生及

び大学生・短大

生 

約 18,000 名 

402 

地域実践講座事業 
３/７（土）

※ 

県内各大学・短

期大学、事務局 
11 名 不特定多数 18 

調査等受託事業（や

まなし観光カレッジ

事業の実施） 

４月～２月 
県内各大学・短

期大学、事務局 
12 名 

県内留学生及

び大学生・短大

生 

約 18,000 名 

2,030 

調査等受託事業（未

来計画研究社の運営

支援） 

通年 

ジットプラザ、

山梨大学、事務

局 

18 名 不特定多数 1,916 

調査等受託事業（You

はここで何をする?

運営支援） 

10 月～２月 

ジットプラザ、

山梨大学・事務

局 

21 名 不特定多数 ０ 

調査等受託事業（「山

梨県立大学冬季短期

日本語研修事務） 

２月５日～

21 日 

山梨県立大学、

事務局 
５名 

山梨県立大学

学生、韓国（ハ

ンバッ大学）学

生 約 50 名

1,430 

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 ３名 不特定多数 ０ 

※の事業については、新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため一部中止等の変更が生じた。



 

令和元年度決算報告 

 

 

 

 

 

金　　　　額　　（単位：円）
Ⅰ　資産の部

１　流動資産
現金 0
預金 3,149,611
前払費用 17,269
未収入金 2,351,661

　流動資産合計 5,518,541
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 5,518,541

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 313,974
未払費用 293,562
預り金 37,777
未払法人税等 135,800

　流動負債合計 781,113
　負債合計 781,113

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 3,840,928
　当期正味財産増加額 896,500

正味財産合計 4,737,428
負債及び正味財産合計 5,518,541

令和元年度　特定非営利活動に係る事業会計　貸借対照表

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
科    目



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 535,127 535,127

３　補助金等収入

　受託収入（やまなし観光カレッジ） 2,030,377

　受託収入（COC＋単位互換） 2,015,628

　受託収入（こうふフューチャーサーチ） 705,971

　受託収入（クラウドファンディング） 1,308,000

　受託収入（合同JIBUN説明会 ） 1,210,231

　受託収入（ハンバッ大学 ） 1,527,420 8,797,627

４　その他収入

　受取利息 52

　前期修正（事務局運営） 1,100

1,152

　当期収入合計 16,386,906

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 45,101

　　学生交流事業費 538,678

　地域協働事業費（クラウドファンディング） 1,311,818

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） 2,022,890

　　留学生支援事業費 402,587

　　生涯学習事業費 18,268

　調査等受託事業費（やまなし観光カレッジ） 2,030,377

　　調査等受託事業費（こうふフューチャーサーチ） 705,971

　調査等受託事業費（合同JIBUN説明会） 1,210,231

　調査等受託事業費（ハンバッ大学） 1,429,854

全国への情報発信事業費

　情報交換・交流・発信事業費 0 9,715,775

２　管理費

　事務局運営費 5,303,704 5,303,704
３　その他支出

クラウドファンディング差額返金等 335,127
法人税・住民税等 135,800 470,927

　　当期支出合計 15,490,406
　　当期収支差額 896,500
　　前期繰越収支差額 3,840,928
　　次期繰越収支差額 4,737,428

（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 896,500
備品購入額 0
備品受贈額 0

２　負債減少額 0
　増加額合計 896,500

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 896,500
　前期繰越正味財産額 3,840,928
　当期正味財産合計 4,737,428

令和元年度　特定非営利活動に係る事業会計　収支決算書

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
科     目



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 2,351,661

　流動資産合計 2,351,661
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 2,351,661

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 222,625
未払費用 65,450
未払法人税等 135,800

　流動負債合計 423,875
　負債合計 423,875

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 449,967
　当期正味財産増加額 150,686

正味財産合計 600,653
負債及び正味財産合計 1,024,528

令和元年度　収益事業に係る事業会計　貸借対照表

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
科 目



 

 

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 535,127

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） 2,030,377
受託収入（COC＋単位互換） 2,015,628
受託収入（こうふフューチャーサーチ） 705,971
受託収入（クラウドファンディング） 1,308,000
受託収入（合同JIBUN説明会 ） 1,210,231
受託収入（ハンバッ大学 ） 1,527,420

４　寄付金収入
寄付金収入 0

５　その他収入
受取利息等 0

9,332,754
　当期収入合計 9,332,754

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） 1,311,818
　単位互換事業費（COC＋単位互換） 2,022,890
　調査等受託事業費（やまなし観光カレッジ） 2,030,377
　調査等受託事業費（こうふフューチャーサーチ） 705,971
　調査等受託事業費（合同JIBUN説明会） 1,210,231
　調査等受託事業費（ハンバッ大学） 1,429,854 8,711,141

２　管理費 0 0
３　その他支出

クラウドファンディング差額返金等 335,127
法人税・住民税等 135,800 470,927

　当期支出合計 9,182,068
　当期収支差額 150,686
　前期繰越収支差額 449,967
　次期繰越収支差額 600,653

（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 150,686
備品購入額 0
備品受贈額 0

２　負債減少額 0
　増加額合計 150,686

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 150,686
　前期繰越正味財産額 449,967
　当期正味財産合計 600,653

令和元年度　収益事業に係る事業会計　収支決算書

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
科     目



 

 

金　　　　額　　（単位：円）
Ⅰ　資産の部

１　流動資産
現金 0
預金 3,149,611
前払費用 17,269
未収入金 2,351,661
仮払金 0

　流動資産合計 5,518,541
２　固定資産

備品 0
　固定資産合計 0
　資産合計 5,518,541

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

未払金 313,974
未払費用 293,562
預り金 37,777
未払法人税等 135,800

　流動負債合計 781,113
　負債合計 781,113

Ⅲ　正味財産の部
　前期繰越正味財産 3,840,928
　当期正味財産増加額 896,500

正味財産合計 4,737,428
負債及び正味財産合計 5,518,541

令和元年度　会計財産目録

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで
科    目



 

 

 

 

 

事業概要 備考

謝金 20,000 WS講師

旅費交通費 300 駐車場代

通信運搬費 10,450 メール便他

支払手数料 3,740 振込手数料

印刷製本費 10,611 チラシ代

計 45,101

活動費補助金 202,165 学生ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ事業活動費補助金

会議費 840 打合せお茶代

旅費 53,140 審査員交通費、学生旅費

通信運搬費 2,530 郵送費等

消耗品費 985 事務用品等

支払手数料 4,362 振込手数料

支払報酬料 180,000 優秀賞（図書券）

謝金 94,656 審査員謝金

計 538,678

外注費 1,310,508 ライセンス使用料

通信運搬費 780 書類郵送費

支払手数料 330 振込手数料

租税公課 200 印紙代

計 1,311,818

小計 1,895,597

給与・賃金等 1,710,623 事務局スタッフ人件費等

旅費 15,190 駐車場代、通勤費等

通信運搬費 37,342 チラシ等郵送費

消耗品費 101,132 事務用品、図書購入費等

使用料及び賃借料 127,865 会場費

印刷製本費 30,738 チラシ印刷費

計 2,022,890

会議費 37,597 コンテスト開催費

旅費 7,420 会場駐車場料金

通信運搬費 7,002 チラシ等郵送費

消耗品費 10,402 コピー用紙代他

支払手数料 1,970 振込手数料

使用料及び賃借料 24,060 会場賃借料

支払報酬料 130,000 優秀賞賞金

謝金 11,136 審査員謝金

印刷製本費 173,000 チラシ印刷費

計 402,587

通信運搬費 10,888 チラシ等郵送費

支払手数料 660 振込手数料

印刷製本費 6,720 チラシ印刷費

計 18,268

給与・賃金等 1,155,208 事務局スタッフ人件費

雑給 90,826 アルバイト学生人件費

謝金 268,500 講師謝金

会議費 259,135 会場費、歓送迎会食事代等

旅費交通費 743,150 宿泊代、高速代

通信運搬費 20,881 郵送費等

消耗品費 438,374 事務用品、図書購入費等

支払手数料 18,646 振込手数料

使用料及び賃借料 1,389,915 バス貸切料、会場費

租税公課 400 印紙代

外注費 951,099 WS企画、イベント空間演出等

印刷製本費 40,299 チラシ、ＰＯＰ三角柱印刷費

計 5,376,433

小計 7,820,178

経　費　の　内　訳
（単位：円）

事業区分 経費の内訳

多様な交流機
会の提供

高大連携事業

学生交流事業

地域協働事業

教育・研究の相
互補完と成果の

還元

単位互換事業

留学生支援事業

地域実践講座

教育・研究の相
互補完と成果の

還元

調査等受託事業



 情報交換・交流・発信事業 0 事務局運営費に含む

小計 0

給与・賃金等 4,378,552 事務局スタッフ人件費

法定福利費 353,306 社会保険料

会議費 868 総会開催費用を含む

旅費 127,100 駐車場代、通勤費等

通信運搬費 192,229 電話料金、郵送費等

消耗品費 73,349 コピー用紙代他

諸会費 30,000 全国大学コンソ協議会年会費

支払手数料 33,366 振込手数料

使用料及び賃借料 77,004 事務局賃料

印刷製本費 37,930 報告書印刷費

小計 5,303,704

クラウドファンディング差額返金等 雑損失 335,127

法人税・住民税等 租税公課 135,800

小計 470,927

15,490,406

全国への情報
発信

管理費
事務局の運営

その他支出

合計


