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　令和４年度後援会会長を務めさせていただきます、稲益です。
　日頃より後援会活動へのご理解とご協力を賜りありがとうございます。
　皆さまのご支援をいただきながら、本年度も後援会は大学と連携し、学生一人ひとりが、
勉学や課外活動等において充実した学生生活を送り、自信に満ちた社会人として新たな一
歩が踏み出せるよう、より一層支援の充実に努めて参りたいと思っております。
　試行錯誤の１年になると思いますが、知恵を出し合い、できる範囲でではありますが、
新たな活動にも取り組み、少しでも学生の成長をサポートしていきたいと思います。
　会員の皆様と、大学教職員の皆さまのご指導並びにご協力の程、どうぞよろしくお願い
致します。また、後援会に未加入の保護者様につきましては、本会の趣旨、活動内容にご
賛同いただき、ぜひこの機会にご加入くださいますよう、会長としてお願い申し上げます。

後援会　新任会長挨拶　　　　　　　　　　　　　稲益　晴喜

　会長を退任致しました澄川です。
　前会長から引き継いで１年間でしたが、会員の皆様、池上学長はじめ教職員の皆様方、
役員の皆様方のご指導とご理解そしてご協力のお蔭により、会長という大役を無事に終え
ることができましたことを、厚く感謝申し上げます。
　新型コロナウィルス感染症拡大により学生が不自由な生活を余儀なくされて約２年が経
過しましたが、今なお終息の兆しが見えません。
　自粛生活の中、思うように授業や生活が進められず、学生も、大学の側も不安を抱えて
いらっしゃると思います。また、保護者の皆様も心配されておられると思います。皆様の
そのような不安を少しでも減らすため、後援会は、大学と一緒になって、事業を行ってま
いりました。
　今後も、副会長として会長をサポートしながら、微力ではありますが学生の実り多い学
生生活となるよう努めてまいります。
　後援会会員の皆様にも、引き続きご支援ご協力の程、よろしくお願い致します。

後援会　前任会長退任挨拶　　　　　　　　　　　澄川　里美

　長崎総合科学大学後援会には、学生のクラブ活動の援助、資格取得の奨励、新型コロナ
ウィルス感染症予防対策、保護者懇談会の援助など、学生の教育・生活のあらゆる方面で
多大なご支援をいただいておりますことに感謝申し上げます。
　後援会の皆様方の温かい支えによりまして、学生は、充実したキャンパスライフを送っ
ています。
　世界的な新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けおよそ２年が経ちましたが、今な
お世界中が厳しい状況におかれております。
　その中で、本学では適切な感染対策を徹底しており、学内での感染者の発生もなく、安
全な教育・研究を行うことができています。
　後援会の皆様方には、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

学長　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　池上　国広
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令和３年度　会　務　報　告1
月 行　事

４月
入学式御花提供
スポーツ安全保険加入援助
令和３年度キャンパスカレンダー在学生分郵送（新２年～４年）

５月
クラブ充実物品購入一覧表作成
大学から令和３年度後援会会費（委託徴収分）振込

６月

第１回役員会開催
保護者懇談会（６月・９月長崎地区）お茶提供
スポーツ安全保険加入援助（追加分）
令和３年度キャンパスカレンダー新１年生分郵送

７月 資格取得奨励金の交付（１回目）

８月
クラブ充実費補助（物品）交付
課外活動保険援助
会報第46号発行

10月
中間決算監査実施
非接触式アルコール消毒付自立体温計７台寄贈

12月

第２回臨時役員会開催
ホームページ制作開始
附属高校サッカー部全国大会出場支援金交付
クラブ大会出場補助金交付

２月
会報第47号発行
令和４年度大学歴決定次第 キャンパスカレンダー作成開始

３月
資格取得奨励金の交付（２回目）
令和４年度キャンパスカレンダー在学生保護者へ郵送（新２年～４年）
卒業式御花提供

●新型コロナウィルス感染症に伴い、令和３年度の保護者懇談会は長崎地区のみの開催となり、
　造大祭は１日のみの開催となりました。

　令和４年度第１回の役員会を５月７日（土）10時30分～11時30分まで長崎総合科学大学
グリーンヒルキャンパス３号館３階会議室にて開催しました。

【当日の議題】
　１．令和３年度会務報告　　　　　　５．令和４年度事業計画案について
　２．令和３年度決算報告　　　　　　６．令和４年度予算案について
　３．後援会規程改正について　　　　７．その他（総会書面決議・経理事務改正）について
　４．令和４年度役員組織案について

　上記の議題について協議し、後日会員の皆様には総会書面表決にて審議していただき、
記載しました内容で承認をいただきました。また、本年６月に立ち上げました後援会ホー
ムページにも、書面表決の結果を掲載しておりますので、ご確認ください。
　後援会活動については、大学にお願いし入学時に委託徴収する会費４万円をもとに、学
生への支援を行っております。本会会務報告にその援助内容を詳しく記載しておりますの
で、ご一読くださいますようお願い致します。
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令和３年度　援　助　内　容

科　目 摘　要 援助金 備　考

保護者懇談会費 長崎地区開催費 35,919 お茶等

学生福利厚生費

新型コロナウィルス感染予防
対策 220,385 非接触型アルコール消毒付き

自動体温計

学生コミュニティスペース 162,140 学生用コピー機リース料
Wi-Fi回線料

クラブ充実費 物品購入 521,180 吹奏楽部、サッカー部、
バドミントン部、準硬式野球部

大会出場補助費 大会出場参加費 406,385 サッカー部、バドミントン部、
準硬式野球部

スポーツ保険援助費 スポーツ安全保険 350,440 加入者188名

課外活動援助費 課外活動保険 19,160 工場実習、介護体験、
インターンシップ

資格取得奨励金

●登録販売者
●危険物取扱者
●第２種ＭＥ技術実力検定
●日商簿記３級
●基本情報技術者試験
●建築施工管理技士補２級
●情報セキュリティマネジメント試験

スポーツ安全保険加入援助金

●サッカー部　　　　●準硬式野球部
●陸上競技部　　　　●バドミントン部
●弓道部　　　　　　●バスケットボール部
●ペーロン部　　　　●フットサル部
●ヨット部　　　　　●剣道部
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令和３年度　決　算　報　告2 令和３年４月１日～令和４年３月31日

後 援 会 規 程 改 正3

科　　　目 予算額 決算額 増　　減 備　　考

収入の部

前年度繰越金 24,615,545 24,615,545 0
会  費 5,390,000 5,430,000 40,000 136名
郵便振込（為替） 120,000 199,138 79,138 ５名
雑収入（利息） 5,000 3,293 △ 1,707

　合　計 30,130,545 30,247,976 117,431
（単年度） 5,515,000 5,632,431 117,431

支出の部

【1】保護者懇談会
　　１　保護者懇談会費 50,000 35,919 △ 14,081 長崎地区お茶代

【2】クラブ
　　２　クラブ充実費 800,000 521,180 △ 278,820 ３クラブ
　　３　大会出場補助 500,000 406,385 △ 93,615 ３クラブ

【3】学生福利厚生
　　４　コミュニティ運営費 165,000 162,140 △ 2,860 学生用コピー機・Wi-Fi
　　５　学園祭等行事補助 0 0 0
　　６　課外活動保険支援事業費 50,000 19,160 △ 30,840 79名
　　７　スポーツ保険援助 351,000 350,440 △ 560 188名
　　８　資格取得奨励費 80,000 33,000 △ 47,000 11名
　　９　ホームページ 700,000 679,858 △ 20,142

【4】広報費
　　10　キャンパスカレンダー 280,000 181,248 △ 98,752 R3年度郵送費・R4年度作成費
　　11　会　報 280,000 279,275 △ 725 第46号・47号作成郵送費

【5】運営費
　　12　役員会費 250,000 40,856 △ 209,144 役員交通費・通信費
　　13　一般事務 70,000 73,999 3,999 消耗品・印刷・通信費
　　14　人件費 750,000 594,565 △ 155,435
　　15　入学・卒業式 70,000 68,380 △ 1,620 御花提供
　　16　雑　費 500,000 112,198 △ 387,802 委託費
　　17　予備費 500,000 280,385 △ 219,615 弔慰金・体温計・高校サッカー

（単年度） 5,396,000 3,838,988 △ 1,557,012
次年度繰越金 24,734,545 26,408,988 1,674,443
　合　計 30,130,545 30,247,976 117,431

（単年度差額） 119,000 1,793,443 1,674,443

次年度繰越金（R3.03.31残）
現　金 0

普通預金
十八親和銀行（旧親和銀行） 9,951,950
十八親和銀行（旧十八銀行） 59,366
郵　貯　銀　行 906

為　替 396,605
前払い金（労基） 161
定期預金 親　和　銀　行 16,000,000
　合　計 26,408,988

第１章　総　則
　（名称）
第　１条　本会は 長崎総合科学大学後援会 と称する。
　（目的）
第　２条　本会は学校法人長崎総合科学大学（以下「大学」と

いう）建学の精神に賛同して、学部学生の諸活動及
び福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発
展に寄与することを目的とする。

　（事業）
第　３条　本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行

う。
　（１）学部学生の教育研究活動・課外活動に対する育

成と援助。
　（２）学部学生の福利厚生に対する育成と援助。
　（３）会報の発行。

　（４）その他本会の目的達成に必要な事項。
　（事務局）
第　４条　本会は事務局を長崎総合科学大学内に置く。
　　　２　本会の取扱いは大学事務局が行う。
　（会員）
第　５条　本会の会員は次の２種とする。

　（１）正 会 員　大学の学部在学生の保護者。
　（２）賛助会員　本会の趣旨に賛同し、役員会で承認

された者。
　（会費）
第　６条　本会の経費は会費及び寄付金は次のとおりとする。

２　正会員の会費は４０，０００円とし、子女の入学年
度当初に徴収する。

３　編入の場合の会費は、別に定める。
４　賛助会員の会費は年額一口２０，０００円とする

長崎総合科学大学後援会　会則
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第２章　役員、顧問及び役員会
　（役員）
第　７条　本会の正会員の中から、５名以上７名以内の役員を

置く。
　　　　２　役員の職務は以下のとおりとする。

　（１）会長　　　１名
　（２）副会長　　２名
　（３）理事　　　４名
　（４）監事　　　２名
　（５）事務局長　１名（大学職員との兼務可）

　（役員の選任）
第　８条　役員は次の方法により選出し、総会において選任す

る。
　　　２　理事の候補は、大学に推薦を依頼して、長崎県内外

から選出する。
　　　３　会長、副会長は理事の中から互選により選出する。
　　　４　監事は、正会員から１名、もう１名は大学関係者か

ら他役員の同意を得て選出する。但し、正会員が監
事に就任できない場合は、税理士等の監査により対
応できるものとする。

　　　５　事務局長は大学職員との兼務ができるものとし、他
の役員の同意を得て選出する。

　（役員の任期）
第　９条　役員の任期は原則２年間とする。但し再任は妨げな

い。
　　　２　補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
　　　３　役員の任期中、正会員の資格を喪失した場合は、役

員の職を失う。
　　　　　ただし、事務局長については、除外する。
　　　４　役員は任期満了の後でも、後任が選出されるまでは

その職務を行う。
　（役員の職務）
第１０条　役員の職務は次のとおりとする。
　　　２　会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
　　　３　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会

長の職務を代行する。
　　　４　事務局長は、会務を従事及び行使する。
　　　５　監事は、本会の業務、会計並びに収支決算を監査す

る。
　（顧問）
第１１条　本会に顧問をおくことができる。
　　　２　顧問は、学長及び役員会の承認を得て会長が委属す

る者若干名とする。
　　　３　顧問の任期は、学長は在任中とし、他の顧問は役員

会の承認を得て会長が定める。
　　　４　顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。
　（役員会）
第１２条　役員会は会長、副会長、理事、監事及び事務局長を

もって構成し、会長が議長を務める。
　　　２　役員会は毎年１回開催する。ただし緊急必要ある場

合は、会長は臨時に役員会を召集することができる。
　（役員会の審議事項）
第１３条　役員会は次の事項を審議決定する。

　（１）会長、副会長、理事、監事及び事務局長の選出
に関する事項。

　（２）予算、決算に関する事項。
　（３）本会の事業の企画、立案並びに運営に関する事

項。
　（４）総会に提出する議案に関する事項。
　（５）会則改正に関する事項。
　（６）その他、本会の目的達成のために必要な事項。

　（役員会の議決方法）
第１４条　役員会役員の２／３の出席（委任状含む）により成

立し、その議事は出席者の１／２以上の同意を持っ
て議決される。

　　　２　可否同数の時は、議長の決するところによる。
　　　３　監事は会の公平性を保つため、議決権を持たない。

第３章　総　会
　（総会の開催）
第１５条　総会は会長が毎年１回招集し、議長となる。
　　　　　ただし、何らかの理由により、役員会で総会を開か

ないことを決定した時は、役員会で決定した方法に

変更することができる。
　　　２　会長が必要と認めたとき、又は役員会の１／３以上

の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しな
ければならない。

　（総会承認事項）
第１６条　総会は次の事項を承認する。

　（１）役員の選出。
　（２）予算、決算に関する事項。
　（３）事業計画、事業報告。
　（４）後援会会則改正に関する事項。
　（５）会長が必要と認めた事項。

　（総会承認方法）
第１７条　総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同

数の時は議長の決するところによる。
　　　２　総会が開催できない場合は、書面による審議の上、

書面表決で決することができる。
　（議事録）
第１８条　議長は役員会及び総会の日時、開催場所、出席者並

びに議決事項について議事録を作成しなければなら
ない。

　　　２　議事録は、出席者の内より互選された役員２名が署
名し、常にこれを事務局に備えておかねばならない。

　（会報）
第１９条　毎年１回会報を発行し、役員会及び総会の決定事項

を報告する。

第４章　会計及び監査
　（会計）
第２０条　本会の収入は、会費及び寄付金をもってあてる。
　（会計年度）
第２１条　本会の会計は、４月１日に始まり翌３月３１日で終

わるものとする。
　（監査及び監査報告）
第２２条　本会の経理は、監事による監査を経てこれを役員会

及び総会に報告し、承認を求めるものとする。

第５章　人件費支給
　（人件費）
第２３条　長崎総合科学大学後援会の人件費支給の運用につい

ては別に定める。

第６章　旅費、交通費
　（旅費、交通費）
第２４条　後援会役員の旅費、交通費については公共交通機関

の利用を原則とし、長崎総合科学大学旅費規程を準
用する。

　　　２　旅費、交通費の支給は、役員会出席及び父母懇談会
への後援会代表出席者を対象とするが、長崎総合科
学大学行事等により他より旅費、交通費の支給を受
けた場合は支給しない。

　　　３　前項の目的以外に旅費、交通費の支給が必要な場合
は、会長ほか役員１名の承認を得るものとする。

　（費用支給）
第２５条　旅費、交通費の支給は、原則として銀行口座振込に

より支払を行う。
　　　２　特別に現金を支給する場合は、領収書（署名・捺印）

を作成し事務局へ提出する。

第７章　後援会会則の改廃等
　（その他）
第２６条　その他、この会則に定めのない事項は会長が決定す

る。
　（後援会会則の改廃）
第３６条　本会の改廃は、総会において出席者の２／３以上の

同意を得なければならない。

附　則
　　　１　この規程は　２０１９年４月１日から施行する。

従前の長崎総合科学大学後援会規約及び長崎総合科
学大学後援会施行細則は、廃止する。

　　　２　この会則は２０２２年４月１日から施行する。
ただし、役員については、２０２２年度の第１回役
員会から施行するものとする。
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令和４年度　役　員　組　織4

役　職 氏　名 役　職 氏　名

会　　長 稲　益　晴　喜 顧　　問 池　上　国　広

副 会 長 澄　川　里　美 顧　　問 松　岡　和　彦

副 会 長 長　尾　忠　道 顧　　問 大　林　　　功

理　　事 仲　松　　　仁 顧　　問 吉　村　和　博

理　　事 末　次　伸　至 顧　　問 川原田　典　昭

理　　事 亀　石　政　樹 顧　　問 岩　永　和　昭

監　　事 赤　尾　聖　示 事務局長 平　澤　愼一郎

監　　事 渡　瀬　　　尚 事　　務 井　上　　　茜

月 行　　事

４月
入学式御花提供

新入生へカレンダー配布

５月

スポーツ安全保険加入援助

第１回役員会（令和３年度監査報告）

大学から令和４年度後援会会費（委託徴収分）振込

６月

クラブ充実費物品購入・配布

大会出場補助金（前期分）の交付

保護者懇談会（長崎地区）会場費援助

総会資料及び書面決議発送

７月 課外活動保険料援助金交付

８月 会報の発行（未加入者へ加入のお願い文書同封）

９月 大会出場補助金（後期分）の交付

10月 造大祭補助金の交付

２月 令和５年度キャンパスカレンダー作成

３月
卒業式御花提供

令和５年度キャンパスカレンダー郵送
・ホームページは随時更新していきます。
・令和４年10月、令和５年４月に決算監査実施
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科　　　目 令和３年度決算額

（ア）
令和４年度予算額

（イ）
増　　減

（ウ）＝（イ）－（ア）

収入の部

前年度繰越金 24,615,545 24,734,545 119,000
会　費 5,430,000 5,430,000 0
郵便振込（為替） 199,138 120,000 △ 79,138
雑収入（利息） 3,293 5,000 1,707
前年度預り金 0
今年度預り金 0

　合　計 30,247,976 30,289,545 41,569
（単年度） 5,632,431 5,555,000 △ 77,431

支出の部

①保護者懇談会費 35,919 300,000 264,081
②クラブ
　　　　　クラブ充実費 521,180 800,000 278,820
　　　　　大会出場補助 406,385 500,000 93,615
　　　　　クラブその他 0
③学生福利厚生
　　　　　コミュニティ運営費 162,140 180,000 17,860
　　　　　学園祭等行事補助 0 500,000 500,000
　　　　　課外活動支援事業費 19,160 250,000 230,840
　　　　　スポーツ保険援助 350,440 400,000 49,560
　　　　　資格取得奨励費 33,000 80,000 47,000
　　　　　ホームページ 679,858 50,000 △ 629,858
④広報費
　　　　　キャンパスカレンダー 181,248 200,000 18,752
　　　　　会報 279,275 400,000 120,725
⑤運営費
　　　　　役員会費 40,856 200,000 159,144
　　　　　一般事務 73,999 100,000 26,001
　　　　　人件費 594,565 750,000 155,435
入学・卒業式 68,380 70,000 1,620
雑　　費 112,198 300,000 187,802
予　備　費 280,385 700,000 419,615

（単年度） 3,838,988 5,780,000 1,941,012
次年度繰越金 26,408,988 24,509,545 △ 1,899,443
　合　計 30,247,976 30,289,545 41,569

（単年度差額） 1,793,443 △ 225,000 △ 2,018,443

　令和４年度入学式は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工学部及び総合情
報学部のコースごとに会場を設けて４月４日、新入生及び教職員のみで執り行われました。
　また、長崎総合科学大学後援会には、新たに128名の方に入会いただきました。
　長崎総合科学大学後援会は、会則にもありますように、建学の精神に賛同して、学部学
生の諸活動及び福利厚生に対する援助を行うとともに、大学の発展に寄与することを目的
としております。
　学生への支援としては、クラブへの物品補助、大会出場補助、学園祭への援助、資格取
得支援、安全保険加入援助、インターンシップ（職業体験）等の課外活動保険加入援助な
どを行っています。また、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、食堂の各テー
ブルにアクリルパーテーションの設置、自立体温計（非接触型アルコール消毒付き）の大
学への寄贈などを行い、学生の健康管理に活用されています。
　長崎総合科学大学後援会は、引き続き、学生のより良い学生生活を支援するために活動
して参りますので、今後ともご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

長崎総合科学大学後援会事務局より


