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平成 29 年度事業計画 

 

公益財団法人 広島県市町村振興協会は、定款に掲げる法人の目的を達成するため、平成 29

年度の事業として次のとおり計画する。 

 

１ 資金貸付事業 【予算額 4,282,800 千円 対前年度増減額 282,800 千円】 

 

 (1) 事業概要 

    市町に対し、災害関連事業及び一般単独事業債等の資金として基金の貸付を行う。 

 (2) 貸付計画 

    (ｱ) 貸付予算額 4,282,800 千円 

     ①平成 29 年度貸付計画分 2,950,000 千円（長期貸付 2,850,000 千円、短期貸付 100,000 千円） 

     （対前年度増減額 長期貸付△50,000 千円、短期貸付 0 千円） 

     ②平成 28 年度貸付分 1,332,800 千円（全額長期貸付）（対前年度増減額 332,800 千円） 

平成28年度貸付計画額(長期) 2,900,000千円  

貸付予定額(長期) 3,134,900千円(＋234,900千円) 

(内訳) 平成29年3月貸付 1,802,100千円 

平成29年5月貸付 1,332,800千円 

    (ｲ) 貸付対象事業  

     ①災害時における緊急融資事業及び災害防止事業 

     ②緊急に整備を要する施設等整備事業 

    (ｳ) 貸付条件 

項 目 短期貸付 長期貸付 

貸付時期※ 随時 5 月下旬（平成 28 年度貸付分）、3 月下旬 

 

償還期限 

 

同一会計年度内 

①12 年以内（据置期間 2 年以内） 

②15 年以内（据置期間 3 年以内） 

③20 年以内（据置期間 3 年以内） 

償還方法 元利金一括償還 半年賦元金均等償還 

 

貸付利率 

年 3％ 

※(一財)全国市町村振興協会の貸付利率が年 3％未満の

場合は、当該貸付利率に準じて別に定める。 

 (3) 貸付対象 

    22 市町 

 (4) 基金の現在高等の見込み 

平成 29 年度期首残高 2,960,644 千円 

期中 

増減 

要因 

受取サマージャンボ宝くじ交付金 226,580 千円 

貸付金償還元金 2,530,800 千円 

貸付金支出 △4,282,800 千円 

※平成 29年度期末残高 1,435,224 千円 

期中増減 （期末残高－期首残高） △1,525,420 千円 

    ※地方債課長内かんに基づく、基金確保額は 1,330,924 千円（平成 27年度決算ベース） 
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２ 新市町村振興宝くじ収益金の交付事業 

（ハロウィンジャンボ（旧オータムジャンボ）宝くじ交付事業） 

【予算額 293,047 千円 対前年度増減額 △67,685 千円】 

 

 (1) 事業概要 

    公共事業その他住民福祉の増進を目的とする事業の財源とするため、ハロウィンジャンボ宝くじ 

の収益金に係る広島県交付金の全額を、市町交付金配分基準（平成 28年 2 月 17 日改正）に基づき 

22 市町へ交付する。 

 

 (2) 交付基準 

    均等割配分 45％、人口割配分 55％（平成 27 年国勢調査の確定値を基に算出） 

 

 (3) 対象事業 

    市町が実施する地方財政法第 32条に規定する事業 
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３ 市町職員研修事業 【予算額 83,585 千円 対前年度増減額 1,861 千円】 

 

 (1) 事業概要 

    市町単独で実施するよりも、共同で実施することによって、より効率的に職員の資質の向上が 

図られる各種研修の実施または助成を行う。 

 

 (2) 事業計画 

ア 市町トップセミナー       （予算額 1,287 千円 対前年度増減額 0 千円） 

 新しい行政施策や広域的な行政課題に関する専門家を招き、市町の長及び議会議長並びに市・

町幹部職員を対象にセミナーを実施する。 

 

イ 市町職員海外派遣研修      （予算額 13,250 千円 対前年度増減額 0 千円） 

 国内では得られない先進的な事例やプロセスについて、現地の行政担当者等から学ぶとともに、

グローバルな視点で物事を捉え、考え、行動できる職員を育成するため、最近の行政課題に関し先

進事例を有する諸国へ市町職員を派遣する。 

 

ウ 公益財団法人 全国市町村研修財団等の研修事業に対する助成 

 （予算額 19,270 千円 対前年度増減額 △269 千円） 

 県内では受講する機会の少ない専門的かつ実務的な研修を受講できるよう、研修参加に係る経

費の一部を市町に助成する。 

 

エ ひろしま自治人材開発機構の研修事業に対する助成 

（予算額 49,778 千円 対前年度増減額 2,130 千円） 

 市町単独では難しい研修事業を実施している同機構の研修事業経費に係る市町負担額を取りま

とめて負担する市長会及び町村会に全額助成する。 
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４ 市町振興助成事業 【予算額 296,704 千円 対前年度増減額 △2,352 千円】 

 

 (1) 事業概要 

    市町が共同して行う事業並びに市町で構成する団体が行う次の事業に対して助成する。 

 

 (2) 事業計画 

ア 広島市消防ヘリコプターの運営に対する助成 

（予算額 55,653 千円 対前年度増減額 △1,360 千円） 

  運営経費のうち、各市町が支出する負担金の一部を助成する。 

 

イ 広島県防災ヘリコプターの運営に対する助成 

（予算額 20,736 千円 対前年度増減額 419 千円） 

 運営経費のうち、各市町が支出する負担金の一部を助成する。 

 

ウ 一般財団法人地域活性化センターへの事業参加費に対する助成 

（予算額 2,450 千円 対前年度増減額 0 千円） 

 各市町が会員となっている同センターの年会費相当額を取りまとめて負担する市長会及び町村

会に全額助成する。 

 

エ 広島空港の振興に対する助成     （予算額 1,661 千円 対前年度増減額 0千円） 

 広島県空港振興協議会事業経費に係る各市町の負担額を取りまとめて負担する市長会及び町村

会に全額助成する。 

 

オ 市町の国際化の推進に対する助成   （予算額 1,540 千円 対前年度増減額 0千円） 

 公益財団法人ひろしま国際センターの各市町が負担すべき会費を取りまとめて負担する市長会

及び町村会に全額助成する。 

 

カ 広島空港整備事業に対する助成   （予算額 15,664 千円 対前年度増減額 △1,411 千円） 

法律に基づき各市町が負担する広島空港整備事業費の一部を助成する。 

 

キ 市町関係 4団体の行う研修事業並びに政策研究事業費に対する助成 

（予算額 23,000 千円 対前年度増減額 0千円） 

  全市町で構成する県市長会、県町村会、県市議会議長会及び県町議会議長会が行う、共通課題 

解決に向けた研修及び調査研究等に係る経費の一部を助成する。 

 

ク 協働のまちづくり事業に対する助成   （予算額 88,000 千円 対前年度増減額 0 千円） 

 協働のまちづくり事業を推進するため、各市町が支出する経費の一部を助成する。 

 

ケ 安全・安心まちづくり事業に対する助成 （予算額 88,000 千円 対前年度増減額 0 千円） 

  住民の安全・安心を確保するため、各市町が支出する経費の一部を助成する。 
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５ 市町の振興に関する調査研究及び情報提供事業 

【予算額 23,316 千円 対前年度増減額 1,182 千円】 

 

 (1) 事業概要 

    各市町の魅力を県内外に発信し、交流・定住により地域の振興を図る。 

 

 (2) 事業計画 

  ア 市町村情報センターひろしま夢ぷらざ総合的情報受発信施設の運営 

（予算額 19,613 千円 対前年度増減額 1,182 千円） 

    総合的な情報受発信施設「市町村情報センターひろしま夢ぷらざ」を運営し、各市町に関する

情報を発信する。 

     また、市町の情報をより一層効果的に発信できるよう、開設後 18 年経過し、劣化したサイン 

パネル等を明るくわかりやすいものへと取り替える。 

 

  イ 地域づくり情報誌「夢ぷらざ」の発行 （予算額 3,703 千円 対前年度増減額 0 千円） 

    地域づくり情報誌「夢ぷらざ」を発行し、各市町の情報を発信する。 
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６ 市町村振興等宝くじの普及宣伝のための広報事業 

【予算額 5,375 千円 対前年度増減額 237 千円】 

 

 (1) 事業概要 

市町村振興宝くじ（サマージャンボ宝くじ）及び新市町村振興宝くじ（ハロウィンジャンボ宝く

じ）による収益金の増加を図るため、全国市町村振興協会、各市町等と連携を図りながら販売促進

のための広報活動を行う。 

 

 (2) 事業計画 

ア 新聞広告掲載、ラジオＣＭ 

イ ポスター掲示【拡充:ＪＲ車内及び路面電車内への掲示】、販売促進物街頭頒布 

ウ 市町の庁舎等における庁内販売(広島県との連携による)【新規】 

エ 各市町広報誌掲載依頼 

 

（参考） 

全国自治宝くじ協議会の取組 

     【商品性の向上と販売促進】 

     ・賞金体系の見直し 

・コラボイベントに合わせた販売（ネーミング、時期） 

 ・テーマや季節に合わせたプロモーションの強化 

        ・プレゼントによる販売キャンペーンの強化 

         ・話題性を喚起する抽選会の実施 

 【販売チャネルの強化】 

          ・インターネット販売やコンビニ販売の導入検討 

        ・対面販売の強化 

 

７ その他 

 (1) 基金の運用 

    各事業の財源とするため、基金の適切な管理を行うとともに、効率的な運用を図る。 

 

 (2) 協会の運営 

    各事業の円滑な実施のため、効率的な運営を行うとともに、広島県その他の関係団体等との連 

絡調整を行う。 
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■事業予算額一覧 

単位：千円 

事 業事 業事 業事 業 名名名名    H2H2H2H29999 予算予算予算予算    H2H2H2H28888 予算予算予算予算    前年比前年比前年比前年比    

1111    資金貸付事業資金貸付事業資金貸付事業資金貸付事業    4,282,8004,282,8004,282,8004,282,800    4,0004,0004,0004,000,000,000,000,000    282,800282,800282,800282,800    

 ア 長期貸付 4,182,800 3,900,000 282,800 

イ 短期貸付 100,000 100,000 0 

2222    新新新新市町村振興宝くじ収益金の交付事業市町村振興宝くじ収益金の交付事業市町村振興宝くじ収益金の交付事業市町村振興宝くじ収益金の交付事業    

（ハロウィンジャンボ（ハロウィンジャンボ（ハロウィンジャンボ（ハロウィンジャンボ宝くじ交付事業）宝くじ交付事業）宝くじ交付事業）宝くじ交付事業） 
293,293,293,293,047047047047    363636360000,,,,732732732732    △△△△67,68567,68567,68567,685    

3333    市町職員研修事業市町職員研修事業市町職員研修事業市町職員研修事業    83,58583,58583,58583,585    88881,7241,7241,7241,724    1,8611,8611,8611,861    

 ア 市町トップセミナー 1,287 1,287 0 

イ 市町職員海外派遣研修 13,250 13,250 0 

ウ 公益財団法人 全国市町村研修財団等の研修事業に対す

る助成 
19,270 19,539 △269 

エ ひろしま自治人材開発機構の研修事業に対する助成 49,778 47,648 2,130 

4444    市町振興助成事業市町振興助成事業市町振興助成事業市町振興助成事業    292929296,7046,7046,7046,704    292929299,0569,0569,0569,056    △△△△2,3522,3522,3522,352    

 ア 広島市消防ヘリコプターの運営に対する助成 55,653 57,013 △1,360 

イ 広島県防災ヘリコプターの運営に対する助成 20,736 20,317 419 

ウ 一般財団法人地域活性化センターへの事業参加費に対す

る助成 
2,450 2,450 0 

エ 広島空港の振興に対する助成 1,661 1,661 0 

オ 市町の国際化の推進に対する助成 1,540 1,540 0 

カ 広島空港整備事業に対する助成 15,664 17,075 △1,411 

キ 市町関係 4 団体の行う研修事業並びに政策研究事業等に

対する助成 
23,000 23,000 0 

ク 協働のまちづくり事業に対する助成 88,000 88,000 0 

ケ 安全・安心まちづくり事業に対する助成 88,000 88,000 0 

5555    市町の振興に関する調査研究及び情報提供事業市町の振興に関する調査研究及び情報提供事業市町の振興に関する調査研究及び情報提供事業市町の振興に関する調査研究及び情報提供事業    23,31623,31623,31623,316    22,13422,13422,13422,134    1,1821,1821,1821,182    

 ア 市町村情報センターひろしま夢ぷらざ総合的情報受発信

施設の運営 
19,613 18,431 1,182 

イ 地域づくり情報誌「夢ぷらざ」の発行 3,703 3,703 0 

6666    市町村振興宝くじの普及宣伝の市町村振興宝くじの普及宣伝の市町村振興宝くじの普及宣伝の市町村振興宝くじの普及宣伝のための広報事業ための広報事業ための広報事業ための広報事業    5,5,5,5,375375375375    5,1385,1385,1385,138    237237237237    

合合合合 計計計計    4,984,4,984,4,984,4,984,827827827827    4,4,4,4,768,784768,784768,784768,784    216,043216,043216,043216,043    

 


