
 

駿河台大学同窓会 

2021 年度 総 会 次 第 

 

 

１．日  時 2021 年 6 月 26 日（土）14：00～ 

 

 

２．参加方法 Zoom によるオンライン開催 

 

 

３．進  行 

 

１．同窓会会長挨拶 新井会長 

 

２．名誉顧問挨拶  大森一宏学長 

 

３．幹事紹介 

 

４．議 事 

 

（１）2020 年度事業報告 

及び収支決算報告について・・・・・・・ 資料１ 

（２）2020 年度監査報告について・・・・・・・ 資料２ 

（３）2021 年度事業計画(案) 

及び収支予算(案)について・・・・・・・ 資料３ 

（４）次年度同窓会総会における 

事業報告・決算報告・監査報告について 

（５）役員改選(案)について・・・・・・・・・・ 資料４ 

（６）その他 

 

 以 上 



２０２０年度駿河台大学同窓会事業報告 

 

１．同窓会報の発行（326,018 円） 

同窓会報の第 39号（10月 1日発行）、第 40号（4月 1日発行）を発行。 

 

２．大学への卒業寄付（997,920円） 

2019年度卒業生から大学への卒業記念品として、サイネージボードを 5台贈呈。 

 

３．同窓会総会の開催（191,400円） 

5月 16日（土）ホテル・ヘリテイジ飯能ｓｔａ．において同窓会総会及び懇親会を開催予定であったが、

新型コロナウイルス感染症予防の観点から開催を取りやめたため、キャンセル料が発生。 

 

４．ホームカミングデーの実施（0円） 

新型コロナウイルス感染症予防の観点から駿輝祭が開催できなかったため、ホームカミングデーも実施

せず。 

 

５．同窓会ホームページの管理（396,000円） 

同窓会員への情報提供ツールとして、ホームページで最新情報や会報誌（PDF）、写真等を随時更新。 

 

６．支部会補助金（0円） 

新型コロナ感染症予防のため、支部会を開催せず。 

 

７．同窓会寄附講座（1,300,000円） 

準会員の応援、大学に対する援助及び同窓会の PRを目的として、「森林文化Ⅰ・Ⅱ」（各２単位）・「まち

づくり実践」（2単位）の 2授業を同窓会寄附講座とし、実施経費「森林文化Ⅰ・Ⅱ」700,000円、「まちづ

くり実践」600,000円を寄付。 

なお、例年開講していた「インターンシップⅠ」（4 単位）は、新型コロナウイルス感染症予防のため、

開講せず。 

 

８．給付奨学金事業費（1,102,500円） 

同窓生子女を対象とした給付奨学金制度。2020年度は、3件の申請があり、各々入学初年度の授業料の半

額 367,500円を同窓会から給付奨学金として支給。 

 

９．準会員の各種検定試験受験料補助費（554,000円） 

各種検定試験等を受験する学生に対して、受験料の半額を補助。 

①法学部 

・司法書士（4,000 円） 

・行政書士（17,500 円） 

・FP 技能検定（1,500 円） 

・知的財産管理技能検定（10,000 円） 

・ビジネス著作権検定試験（3,000 円） 



・ビジネス実務法務検定試験（33,000 円） 

・漢字検定（3,500 円） 

・ニュース時事能力検定（4,500 円） 

②経済経営学部 

・検定受験料補助申請なし（0 円） 

③メディア情報学部 

・記録情報管理士検定（2,500 円） 

④現代文化学部 

・国内旅行業務取扱管理者試験（24,000 円） 

・世界遺産検定（46,000 円） 

⑤心理学部 

・検定受験料補助申請なし（0 円） 

⑥グローバル教育センター 

・TOEIC-IP（53,500 円） 

・英語検定（3,000 円） 

・実用フランス語技能検定（2,500 円） 

・HSK 中国語検定試験（38,000 円） 

⑦情報処理教育センター 

・MOS 検定試験（57,500 円） 

⑧キャリセンターセンター 

・日商簿記検定（24,000 円） 

・宅地建物取引士（119,000 円） 

・秘書検定（49,000 円） 

・IT パスポート（6,000 円） 

・保育士（52,000 円） 

 

１０．準会員との交流事業費（25,047円） 

キャリアセンターが実施する卒業生を活用した就活支援行事の実施経費を支援。各学部は実施予定の行

事が新型コロナウイルス感染予防のため開催中止。 

①キャリアセンター（25,047 円） 

②法学部（0 円） 

③メディア情報学部（0 円） 

④現代文化学部（0 円） 

⑤心理学部（0 円） 

 

１１．広告協賛費（215,600円） 

年間を通じて学内（大学会館）で掲出している告知用懸垂幕のうち、卒業生の活躍を紹介する掲示を中心

に同窓会から年間 4件を掲出。 

 

１２．活躍する同窓生への応援費（0 円） 

該当者なし。 

 



１３．活躍する準会員への応援費（0 円） 

該当者なし。 

 

１４．新型コロナウイルス感染症対応学生特別支援費（1,208,370 円） 

①昼食補助（768,920円） 

②アルコールスタンド（439,450 円） 

 

１５．役員会の開催等 

以下のとおり役員会を開催した。 

・第１回役員会（2020年 5月 16日・オンライン会議） 

議題：2020 年度予算及び事業計画等について審議。 

・第２回役員会（2020年 7月 11日・オンライン会議） 

   議題 : 新型コロナウイルス感染症対応学生特別支援費の検討進捗等について審議。 

・第３回役員会（2020年 12月 19 日・オンライン会議） 

   議題 : 「受験料補助予算」及び「準会員との交流事業予算」等について審議。 

・第４回役員会（2021年 3月 13 日・オンライン会議） 

   議題 : 2020年度決算（中間報告）及び 2021年度予事業計画及び予算案等について審議。 

 

１６．その他 

・2010 年度から開始した卒業生結婚祝電サービスの 2020年度中の利用は、1件（累計 34件）。 

・2012 年 1月から開始された「学費支援基金奨学金」の貸与者は、8名（2020年度末現在）。 

 

以上 



駿河台大学同窓会

（単位 ：円）

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

収入 会費 20,300,000 19,867,500 432,500 2020年度納入分（12月末納入分まで）

受取利息 300,000 323,123 -23,123
定期預金利息①68,161円②169,852円、
84,685円、普通預金利息22.9+196円

小計 20,600,000 20,190,623 409,377

支出 事業費 66,440,000 6,316,855 60,123,145

運営事務費 7,200,000 6,524,460 675,540

予備費 3,000,000 0 3,000,000

小計 76,640,000 12,841,315 63,798,685

合計 -56,040,000 7,349,308 -63,389,308

（資産内訳） （単位 ：円）

項目 前期末 当期末 増減 備考

普通預金 55,195,417 62,544,725 7,349,308

定期預金 40,000,000 40,000,000 0 2021.8.6.満期

定期預金 100,000,000 100,000,000 0 2021.11.19.満期

定期預金 50,000,000 50,000,000 0 2022.3.26満期

国債 0 0

現金 100,000 100,000 0

計 245,295,417 252,644,725 7,349,308

2020年度同窓会収支決算報告

（2020年4月1日～2021年3月31日）



「事業費」  内訳

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

同窓会会報作成費 400,000 326,018 73,982 会報誌（第39・40号）作成費

大学への卒業寄付 1,000,000 997,920 2,080 2019年度卒業生分

同窓会総会実施費 1,600,000 191,400 1,408,600 実施キャンセル料（総会・懇親会経費等）/飯能開催

ホームカミングデー実施費 2,000,000 0 2,000,000 講演会・懇親会実施費等→中止

ホームページ管理費 400,000 396,000 4,000 同窓会ホームページメンテナンス・更新等

支部会補助金 1,500,000 0 1,500,000 2020年度開催なし

同窓会寄附講座 1,600,000 1,300,000 300,000
「森林文化Ⅰ・Ⅱ」各70万円、「まちづくり実践」60万円、
「インターンシップⅠ」は開講なし

給付奨学金事業費 1,110,000 1,102,500 7,500 給付奨学金（＠367,500円×3件）

準会員の各種検定
試験受験料補助費

2,980,000 554,000 2,426,000
準会員（現役学生）の資格・検定試験受験に対す
る助成

準会員との交流事業費 350,000 25,047 324,953
準会員（現役学生）との交流イベント実施費用、
学部は開催なし

広告協賛費 1,000,000 215,600 784,400 懸垂幕(4件)

活躍する同窓生への応援費 2,000,000 0 2,000,000

活躍する準会員への応援費 500,000 0 500,000

新型コロナウィルス感染症
対応学生特別支援費

50,000,000 1,208,370 48,791,630
昼食補助(@300×2566)、アルコールスタンド
(@17543×25)

計 66,440,000 6,316,855 60,123,145

「運営事務費」  内訳

勘定科目 予算額 決算額 差異 備考

郵送料 6,600,000 6,398,235 201,765
会報誌年2回発送、総会案内2回発送、料金受取
人払

印刷費 200,000 110,055 89,945
役員名刺印刷費、卒業生住所届はがき・総会出
席はがき･総会案内状印刷費

交通費 200,000 0 200,000 役員及び事務局出張旅費

雑費 200,000 16,170 183,830 振込手数料等

計 7,200,000 6,524,460 675,540

支出決算項目内訳明細表

（2020年4月1日～2021年3月31日）



監査報告書 

2021 年 5 月 1 日 

駿河台大学同窓会 

役員会 御中 

会計監査役員 朝田 淳 

会計監査役員 舩津丸 仁 

我々は、監査証明を行うため、駿河台大学同窓会の 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの財務諸

表、すなわち、収支計算書及び貸借対照表について監査を行った。 

財務諸表に対する会計役員の責任 

会計役員の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。 

会計監査役員の責任 

我々の責任は、我々が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。我々は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

我々に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、我々の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び

適用される。 

また、監査には、会計役員が採用した会計方針及びその適用方法並びに会計役員によって行われた見積りの

評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 

我々は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、駿河台大

学同窓会の 2021 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の収支及び同日現在の財政状態をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

以 上 



2021年度駿河台大学同窓会 事業計画（案） 

 

１． 同窓会報の発行（予算「同窓会会報作成費」40万円） 

同窓会報を年に２回、４月及び１０月に作成し、会員全員に配布。同時に同窓会総会やホームカミ

ングデー等の案内を送付。 

２． 大学への卒業寄付（予算「大学への卒業寄付」100万円） 

卒業記念品の資料参照 

３． 同窓会総会のオンライン開催（予算「同窓会総会実施費」0万円） 

６月２６日（土）に総会をオンライン開催、懇親会は中止。 

４． ホームカミングデーの実施（予算「ホームカミングデー実施費」200万円） 

１０月３０日（土）の駿輝祭初日に著名人を招いて講演会を実施、併せて会員及び母校教職員を招

いて懇親会を開催。 

５． 同窓会ホームページの管理（予算「ホームページ管理費」40万円） 

同窓会ホームページを引き続き随時更新、管理。 

６． 支部会補助（予算「支部会補助金」150万円）  

地方支部会の開催経費 100万円。各支部の活動経費補助 50万円。 

７． 同窓会寄附講座（予算「同窓会寄附講座」230万円） 

後輩である準会員の応援、大学に対する援助及び同窓会のＰＲを目的として、従前より継続してき

た寄附講座３科目について、今後の本会予算を考慮し減額のうえ支援。具体的には、「インターンシ

ップⅠ」「森林文化Ⅰ・Ⅱ」各 70万円、「まちづくり実践」60万円を支援。その他、同窓生が授業を

担当する同窓会講座の運営経費として 30万円。 

８.  給付奨学金事業（予算「給付奨学金事業費」147万円） 

同窓生子女を対象とした給付奨学金制度として、４月末日での申請件数（＠367,500 円×4 件）を

予算化。（2017年度 3件、2018年度 4件、2019 年度 9件、2020年度 3件の申請あり）申請増が予測

されるため、予算増額。 

９. 準会員の各種検定試験受験料補助（予算「準会員の各種検定試験受験料補助費」300万円） 

準会員（現役学生）に対する同窓会費納入メリットの一つとして、行政書士、宅地建物取引士など

の資格取得やフランス語、中国語などの語学検定試験及び MOS 試験等を積極的に受験する学生に対

して、受験料（検定料）の半額を助成。 

１０．準会員との交流事業（予算「準会員との交流事業費」42万円） 

キャリアセンター主催で行っている準会員（現役学生）向けの就活支援イベント「卒業生との交流

会・社会で活躍する駿大 OB・OG との座談会」や、学部単位で実施している卒業生を活用した就活支

援行事を後援。（キャリアセンター主催行事 20万円、各学部主催行事 22万円、計 42万円） 

１１．広告協賛（予算「広告協賛費」100万円） 

準会員の活躍をアピールする告知用懸垂幕を同窓会ロゴ入りで作成し、大学会館外壁に掲出。また、

スポーツ公認団体の応援時に使用する旗等を必要に応じて作成。なお、これまで「学生応援企画費」

から支出していた各種広告協賛費（駿輝祭パンフレット、ホッケー日本リーグパンフレット等）を計



上。 

１２．活躍する同窓生への応援（予算「活躍する同窓生への応援費」200万円） 

オリンピック若しくはそれに準ずる世界大会に出場するなど、日本代表のレベルで活躍する同窓

生を応援。（２０１２年退学足立和也オリンピックカヌー出場予定支援したい。若林君・矢澤さん） 

１３．活躍する準会員への応援（予算「活躍する準会員への応援費」50万円） 

駿輝祭の展示発表の中から同窓生が選んだゼミ・団体を表彰（総額 10万円）。その他、準会員（現

役学生）が自ら企画する活動に対して支援。 

１４.「同窓会人材バンク」構築（予算計上なし） 

昨年度に引き続き、社会で活躍している同窓生の「人材バンク」を構築し、同窓会のデータベース

化とともに、そのマンパワーを活用して母校の教育活動や就職支援活動等への貢献を図る。 

１５.新型コロナウイルス感染症対応（予算「学生特別支援費」1500万円） 

新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮学生への支援（修学継続困難な学生への給付型

奨学金 800万円、昼食補助 400万円、感染症対策備品・消耗品の購入 300万円）。 

 

以上 



駿河台大学同窓会

（単位 ：円）

勘定科目 2021予算額 2020予算額 差異 備考

収入 会費 20,750,000 20,300,000 450,000
5,000円×4,150名
※2021年度学生数見込み

受取利息 300,000 300,000 0 定期預金・普通預金・国債利息

小計 21,050,000 20,600,000 450,000

支出 事業費 30,990,000 66,440,000 -35,450,000

運営事務費 4,100,000 7,200,000 -3,100,000

予備費 3,000,000 3,000,000 0

小計 38,090,000 76,640,000 -38,550,000

合計 -17,040,000 -56,040,000 39,000,000

（資産内訳） （単位 ：円）

項目 2021年度末 2020年度末 増減 備考

普通預金 45,504,725 62,544,725 -17,040,000

定期預金 40,000,000 40,000,000 0 2021.8.6.満期

定期預金 100,000,000 100,000,000 0 2021.11.19.満期

定期預金 50,000,000 50,000,000 0 2022.3.26満期

国債 0 0 0

現金 100,000 100,000 0

計 235,604,725 252,644,725 -17,040,000

2021年度同窓会収支予算（案）

（2021年4月1日～2022年3月31日）



「事業費」  内訳

勘定科目 2021予算額 2020予算額 2020決算額 2019決算額 備考

同窓会会報作成費 400,000 400,000 326,018 330,804 年2回発行

大学への卒業寄付 1,000,000 1,000,000 997,920 1,000,000 2020年度卒業生分

同窓会総会実施費 0 1,600,000 191,400 2,475,300 オンライン開催、懇親会開催なしのため減額

ホームカミングデー実施費 2,000,000 2,000,000 0 1,839,256 講演会・懇親会・記念品購入代等

ホームページ管理費 400,000 400,000 396,000 388,800 同窓会ホームページメンテナンス・更新等

支部会補助金 1,500,000 1,500,000 0 313,364
地方支部会開催経費100万円、単位支部活動へ
の補助金（通信費含む）50万円

同窓会寄附講座 2,300,000 1,600,000 1,300,000 2,000,000
「インターンシップ」「森林文化Ⅰ・Ⅱ」70万、「まちづくり
実践」60万、「同窓会企画講座」30万

給付奨学金事業費 1,470,000 1,110,000 1,102,500 3,307,500 給付奨学金（＠367,500円×4件）

準会員の各種検定
試験受験料補助費

3,000,000 2,980,000 556,500 1,608,500
準会員（現役学生）の資格・検定試験受験に対す
る助成。

準会員との交流事業費 420,000 350,000 25,047 193,594 準会員（現役学生）との交流イベント実施費用。

広告協賛費 1,000,000 1,000,000 215,600 599,480
懸垂幕作成費、駿輝祭パンフレット等広告協賛
費。

活躍する同窓生への応援費 2,000,000 2,000,000 0 0
日本代表レベルで活躍する同窓生を応援。「オリ
ンピック等出場選手援助」から変更。

活躍する準会員への応援費 500,000 500,000 0 530,000
駿輝祭展示物表彰他、準会員(現役学生)の企画
を応援。「学生応援企画費」から変更。

新型コロナウィルス感染症
対応学生特別支援費

15,000,000 50,000,000 1,208,370 － 特別支援事業

計 30,990,000 66,440,000 6,319,355 14,586,598

「運営事務費」  内訳

勘定科目 2021予算額 2020予算額 2020決算額 2019決算額 備考

郵送料 3,500,000 6,600,000 6,398,235 3,157,787
会報誌年2回発送（170万円×2回）、料金受取人
払

印刷費 200,000 200,000 110,055 92,033
卒業生住所届はがき・総会案内出席はがき･役員
名刺印刷費、封筒作成費

交通費 200,000 200,000 0 24,620 役員及び事務局出張旅費

雑費 200,000 200,000 16,170 35,709 振込手数料等

計 4,100,000 7,200,000 6,524,460 3,310,149

支出予算項目内訳明細表

（2021年4月1日～2022年3月31日）



駿河台大学同窓会
新旧役員

役  職 氏    名 フリガナ 卒業年 学部 役  職 氏    名 フリガナ 卒業年 学部

会　長 新井克明 ｱﾗｲ ｶﾂｱｷ 2000年卒 文化情報学部 会　長 新井克明 ｱﾗｲ ｶﾂｱｷ 2000年卒 文化情報学部

副会長 冨岡勇哉 ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ 1992年卒 法学部 副会長 冨岡勇哉 ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ 1992年卒 法学部

廣瀬　尚 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 1993年卒 法学部 廣瀬　尚 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 1993年卒 法学部

岡部浩一 ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ 2012年卒 経済学部 岡部浩一 ｵｶﾍﾞ ｺｳｲﾁ 2012年卒 経済学部

会　計 飯塚小姫子 ｲｲﾂﾞｶ ｻｷｺ 2001年卒 文化情報学部 会　計 市川紀子 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ 1995年卒 法学部

木村亮平※ ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 2012年卒 文化情報学部 飯塚小姫子 ｲｲﾂﾞｶ ｻｷｺ 2001年卒 文化情報学部

会計監査 朝田　淳 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 2003年卒 文化情報学部 会計監査 朝田　淳 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 2003年卒 文化情報学部

舩津丸仁 ﾌﾅﾂﾏﾙ ｼﾞﾝ 2006年卒 経済学部 舩津丸仁 ﾌﾅﾂﾏﾙ ｼﾞﾝ 2006年卒 経済学部

委　員 桐生　岳 ｷﾘｭｳ ｶﾞｸ 1993年卒 法学部 委　員 桐生　岳 ｷﾘｭｳ ｶﾞｸ 1993年卒 法学部

市川紀子 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ 1995年卒 法学部 中島俊夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ 1995年卒 法学部

中島俊夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ 1995年卒 法学部 長嶋亮吉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ 1995年卒 経済学部

長嶋亮吉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｷﾁ 1995年卒 経済学部 武富倫代 ﾀｹﾄﾐ ﾐﾁﾖ 1996年卒 法学部

武富倫代 ﾀｹﾄﾐ ﾐﾁﾖ 1996年卒 法学部 渡部成人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾄ 1997年卒 法学部

渡部成人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾋﾄ 1997年卒 法学部 三枝桂子 ｻｲｸﾞｻ ｹｲｺ 2006年卒 現代文化学部

三枝桂子 ｻｲｸﾞｻ ｹｲｺ 2006年卒 現代文化学部 林　浩一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 2008年卒 法学部

林　浩一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 2008年卒 法学部 木村亮平 ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 2012年卒 文化情報学部

菅家　皓 ｶﾝｹ ﾋｶﾙ 2017年卒 メディア情報学部 菅家　皓 ｶﾝｹ ﾋｶﾙ 2017年卒 メディア情報学部

白坂　優太※ ｼﾗｻｶ　ﾕｳﾀ 2020年卒 メディア情報学部 役　職 氏    名 フリガナ

役　職 氏    名 フリガナ 幹　事 本池　巧 ﾓﾄｲｹ ﾀｸﾐ

幹　事 伊藤　雅道 ｲﾄｳ　ﾏｻﾐﾁ 伊藤　雅道 ｲﾄｳ　ﾏｻﾐﾁ

城井　光広※ ｷｲ　ﾐﾂﾋﾛ 狐塚賢一郎 ｺﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ

狐塚賢一郎 ｺﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 朴　昌明 ﾊﾟｸ ﾁｬﾝﾐﾝ

朴　昌明 ﾊﾟｸ ﾁｬﾝﾐﾝ 雷　光一 ﾗｲ ｺｳｲﾁ

雷　光一 ﾗｲ ｺｳｲﾁ 佐藤　功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

佐藤　功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ

※印は、新任。

2020年度新役員

所　　属

副学長(就職担当）

2021年度新役員（案）

所　　属

学生支援部長

副学長(入試広報担当）

副学長（学生支援担当）

副学長(教務担当）

副学長(入試広報担当）

副学長（学生支援担当）

副学長(教務担当）

キャリアセンター事務部長

学生支援部長

副学長(就職担当）

キャリアセンター事務部長
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