
 

 

２０２１年度 

 

  

支 部 総 会 資 料  

             

             2021 年６月 

              

 

    

 

 

 

 

 

 

駒澤大学教育後援会 福岡県支部 



２０２１年度 駒澤大学教育後援会 福岡県支部 
 

議 事 

  審議事項 

(１) ２０２０年度事業報告並びに決算報告 

(２) ２０２０年度監査報告 

(３) ２０２１年度事業計画並びに予算 

(４) ２０２１年度役員選出 

 

＊本年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響をうけ、支部総会

を開催することができないため、支部役員会の議決内容を支部総会

の議決とさせていただき、駒澤大学教育後援会ホームページにおい

て支部活動報告（支部総会資料掲示）とさせていただきます。 

（「駒澤大学教育後援会福岡支部会則第８条第２項」）参照 

会員の皆様、ご了承のほど、よろしくお願い申し上げます 

 

 

     



月　　日 事　　業 事　業　概　要

5月9日 本部定期総会 中止

スプリング・フェスティバル 中止

5月10日 役員会 支部総会議決方法・支部会報誌作成について

6月 支部総会・教育懇談会 中止

6月17日 役員会 支部総会議決用ハガキ配送・新旧役員引き継ぎ

6月18日 支部総会 教育後援会HPにて議決内容掲載

6月28日 役員会（ﾘﾓｰﾄ) 新旧全役員顔合わせ・引き継ぎ

7月3日 会報誌１５号発行 会報第１５号発行HPへ掲載

8月23日 役員会（ﾘﾓｰﾄ) コロナ禍での活動方法について

10月25日 役員会（ﾘﾓｰﾄ) リモート懇親会について

11月8日 執行部とﾘﾓｰﾄ会議 大学現況報告・福岡県支部より要望等

12月12日 役員会 今後の活動について確認・次期役員について

1月 新年賀詞交歓会 中止

2月7日 執行部とﾘﾓｰﾄ会議 次年度の福岡県支部の存続について

2月11日 役員会 監査資料作成について打ち合わせ

2月27日 役員会 監査資料作成・発送

2月27日 クロスカントリー応援 無観客により中止

2020 年 度 事 業 報 告 書

役員会に関しての詳細は，議事録･報告書にて保管



（自2020年４月１日～至2021年３月31日）

（単位/円）

（単位/円）

2020年度収支報告書

収 入 項  目 20年度予算額 決算額（B) 差異（B-A) 適　　要　　

繰越金 9 990 9 990 0

本部助成金 336 000 336 000 0 本部より助成金

クロカン応援・懇親会・景品代

事業参加費 22 500 0 △ 22 500

雑収入 0 1 1 銀行利息

支 出 項  目 予算額 決算額（B) 差異（A-B)

助成金 207 000 0 △ 207 000

適　　要

会議費 75 000 41 317 33 683 役員会等諸経費

合計 575 490 345 991 △ 229 499

写真費 2 000 0 2 000

通信費 80 000 31 581 48 419 会報送付，葉書，切手

印刷費 70 000 3 350 66 650 資料，会報印刷

消耗品費 4 000 220 3 780 事務用品，消耗品

交通費 40 000 13 880 26 120 役員会

雑費 3 000 440 2 560 振込手数料

事業費 300 000 0 300 000

予備費 1 490 0 1 490

本部へ余剰返済金 0 245 213 △ 245 213

繰越金 0 9 990 △ 9 990

上記の通りご報告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駒澤大学教育後援会福岡県支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支 部 長　菅　　晶子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副支部長　本田　祐子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計担当　江口　雅子

合計 575 490 345 991 229 499

差引収支 0 円





月 事　　業 事　業　概　要

4月 役員会 本部監査報告（SNSなどのツールにて）

５月 本部定期総会 駒澤大学中央講堂（5月8日）中止

スプリングフェステイバル 駒澤大学記念講堂（5月8日）中止

役員会 次年度について（SNSなどのツールにて）

6月 教育懇談会 福岡会場　中止

支部総会 駒澤大学教育後援会ホームページにて議決内容掲載(注1)

役員会 新旧役員引き継ぎ

7月 会報誌16号発行 会報第16号発行　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上にて掲載

10月又は11月 （仮）支部懇親会 （仮）博多駅周辺予定

12月 役員会 クロスカントリーなどについて打ち合わせ

1月 賀詞交歓会 ２０２２年１月予定

役員会 クロスカントリー・準備等について

2月 クロスカントリー応援・懇親会 海の中道海浜公園　２０２２年２月予定

3月 役員会 支部監査報告・総会について

全国支部監査 本部にて会計監査

(注1)

2021 年 度 事 業 計 画 書

本年度は新型コロナウイルス拡大感染の影響をうけ支部総会が実施できず、支部役員
会の議決内容を支部総会の議決に代えさせていただき、ﾎｰﾑページ上において支部総
会ご報告の場とさせていただきます。（「駒澤大学教育後援会福岡県支部会則第8条第2
項」参照）

＊上記記載事項につきましては今後の状況などにより変更が生じる可能性があります。



（自２０２１年４月１日～至２０２２年３月３１日）

（単位/円）

（単位/円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年度収支予算書

収 入 項  目 当年度予算額 前年度決算額 差　異 適　　要

繰越金 9 990 9 990 0

本部助成金 308 000 336 000 △ 28 000 本部より助成金

クロカン応援、賀詞交換景品補助

事業参加費 22 500 0 22 500 1,500円×15名（11月・2月）

雑収入 0 1 △ 1 銀行利息

支 出 項  目 当年度予算額 前年度決算額 差　異

助成金 207 000 0 207 000

適　　要

会議費 60 000 41 317 18 683 役員会等諸経費

合計 547 490 345 991 201 499

写真費 2 000 0 2 000 総会、クロカン集合写真

通信費 70 000 31 581 38 419 会報送付，葉書，切手

印刷費 50 000 3 350 46 650 資料，会報印刷

消耗品費 2 000 220 1 780 事務用品，消耗品

交通費 70 000 13 880 56 120 役員会出席等交通費

雑費 3 000 440 2 560 本部への振込手数料

事業費 280 000 0 280 000 総会,懇親会,クロカン応援,本部交流代

予備費 10 490 0 10 490

合計 547 490 345 991 201 499

本部へ余剰金返金 0 245 213 △ 245 213 決算額は返還金

繰越金 0 9 990 △ 9 990 決算額は繰越金合計



2021 年度役員選出 
 

駒澤大学教育後援会 福岡支部会則 

第５条 支部に次の役員を置く 

2021 年度役員 
 

支 部 ⾧ 木村 奈緒美 法４ 

副支部⾧ 大西 信吉 ＧＭＳ２ 

理  事 江口 竜太 経営２ 

会  計 野上 かずみ 文３ 

監  事 菅  晶子 経済３ 

顧  問 牧  正文 経営３ 

相 談 役 江口 雅子 前年度会計・顧問 

           

      

 



駒澤大学教育後援会 福岡県支部旅費規程 

 

第１条 本規程は、駒澤大学教育後援会福岡県支部（以下「当支部」という。）が行う行事等に出席、又は参加

し、任務を果たすことを目的として旅行した者に対し支給する旅費について定める。 

２  旅行命令者は支部長とし、旅行命令簿に記載し、提示または口頭により発するものとする。 

３  教育後援会会長の要請に基づいて、本部で行う行事及び支部管外で行われる後援会活動等に出席、又は

参加する際の旅費は、「駒澤大学教育後援会旅費規程内規」の遠距離出張として扱うものとする。 

 

第２条 旅費支給の対象となる当支部が行う行事等とは、次の各号とする。 

(1) 駒澤大学教育後援会主催の会議及び行事 

(2) 当支部総会 

(3) 当支部役員会 

(4) 当支部の行う行事 

(5) その他支部長が必要と認めた会議、講習会、視察等 

 

第３条 旅費の支給は、別に定めのある場合を除き、実費の全部又は一部を支払うものとする。 

なお、本部が支給する旅費との重複支給は認めない。 

 

第４条 支給する旅費の項目は交通費、日当及び宿泊費とし、次の各号に定めにより支給する。 

 

 (1) 交通費 

交通費は、実費を支給するものとし、より効率的かつ経済的な経路及び方法により計算する。 

なお、金額が検証できない費用(航空券代、長距離バス代、など)については領収書を提出する。 

支部会計より仮払いし、本部より清算後、返金する。 

 (2) 日当 

日当は、所要時間により以下の通りとする。 

① 半日（２時間以上４時間未満） ········ 1,000 円 

② １日（４時間以上） ······················· 2,000 円 

 (3) 宿泊費 

宿泊費は、実費を支給する。一泊の宿泊費は 12,000 円を上限の目安とし、それを超える場合は支部長の

承認を得るものとする。なお、子息学生又は親族・友人等宅に宿泊する場合は、宿泊費として 3,000

円を支給するものとし、領収書の提出は不要とする。支部会計より仮払いし、本部より清算後、返

金する。 

  

第５条 旅費の支給を受けようとする者は、旅行命令票に必要に応じ領収書を添え、支部長に提出しなければな

らない。 

第６条 特別な事由がある場合又は本規程の運用が困難な場合は、支部長の事前の承認を条件として、その都度

個別に定める。 

第７条 この規程の改廃は当支部役員会で決定する。 

 

附 則 この規程は、２０１９年５月２５日より施行する。 

   令和 3 年 6 月１５日一部修正（支部定期総会にて） 



駒澤大学教育後援会福岡県支部会則  

 
(名称) 

第1条 本支部は、駒澤大学教育後援会福岡県支部(以下「支部」という。)と称し、事務局を支部長が指定した場所(支部長宅)

におく。 

(目的) 

第2条 支部は、駒澤大学教育後援会(以下「本部」という。)の下、駒澤大学(以下「大学」という。)と家庭との緊密なる連携

を図り、その教育的効果の向上に協力するとともに、併せて会員相互の親睦並びに学生の勉学と福祉に寄与することを

目的とする。 

(組織) 

第3条 支部は大学に在学する学生の県内在住の父母または保証人を会員として組織する。 

(事業) 

第4条 支部は第 2 条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。なお、事業を行う場合、準備段階から本部事務局と連絡

をとること。 

(1) 総会、研修会、講演会等 

(2) 学生の福利厚生、生活指導、就職情報提供等 

(3) 大学の興隆発展の援助 

(4) その他必要な事業 

(役員) 

第5条 支部に次の役員を置く 

(1) 支部長       (1 名) 

(2) 副支部長      (1 名) 

(3) 理事        (数名) 

(4) 会計        (数名) 

(5) 監事        (数名) 

(6) 相談役       (数名) ※役員に準ずる 

(7) 顧問        (数名) ※役員に準ずる 

(役員の選出) 

第6条 役員は会員の中から選出し、総会の議を経るものとする。また役員は１世帯あたり１名まで選出できるものとする。 

(役員の任務) 

第7条 役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 支部長は支部を代表して会務を総理し、会議の議長となる。支部長は、本部との連絡、調整にあたるものとする。 

(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これに代わる。 

(3) 理事は支部長の指示を受け、会務の企画運営にあたる。 

(4) 監事は会務および会計を監査し、必要があるときは、役員会の招集を要求することができる。 

(5) 事務局は、支部長の指示を受け、事務処理にあたる。 

(役員会) 

第8条  

(1) 役員は役員会を構成し、必要に応じて支部長がこれを招集する。 

(2) 役員会は総会に次ぐ議決機関であり、支部事業の予算、決算、その他必要な事項を審議するとともに、緊急に事業

遂行に支障をきたすおそれがあるときは、これを議決することができる。 



(3) 前項による場合は、支部長はその経過を役員会や総会に報告し、追認を受けなければならない。 

(役員の任期) 

第9条 役員の任期は 1 年とする。ただし再任を妨げない。 

(相談役・顧問) 

第10条  

(1) 本会は、相談役・顧問を置くことができる。 

(2) 相談役・顧問は、役員会の推薦により支部長が委嘱し、支部運営について支部長の諮問に応じる。 

(3) 相談役・顧問は、原則本会経験者から本会に理解を示す方から推挙する。 

(経費) 

第11条  

(1) 支部の経費は本部補助金、支部会費及び寄付金その他をもって支弁する。 

(2) 経費の管理は支部長および会計担当が行う。 

(3) この団体の所在地を「会計宅」に置く。 

 

(会計年度) 

第12条  

(1) 支部の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

(2) 会計報告を期間中に作成し、本部に報告する。 

 

(総会) 

第13条  

(1) 総会は年 1 回支部長がこれを招集する。ただし必要に応じ臨時総会を招集することができる。 

(2) 支部長は、必要に応じて本部役員及び大学講師の出席を要することができる。その場合は、会長に申請するものと

する。 

(議決) 

第14条 支部の議決決定は、出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。 

(議決権＝1 世帯につき１票とする) 

(会則の改廃) 

第15条 この会則の改廃については、総会及び、臨時総会の議を経なければならない。 

但し、本部の解散命令による場合を除く。 

(適用の特例) 

第16条 この会則に定めのないものは、すべて役員会の諮るものとする。但し、本部の指示が出た場合には、それに従うものと

する。 

(附則)   本支部会則は平成１９年２月２４日より施行する。 

           平成１９年５月２７日一部修正(支部定期総会にて) 

平成２０年５月２４日一部修正(支部定期総会にて) 

平成２０年７月１９日一部修正(支部臨時総会にて) 

平成２１年６月 ６日一部修正(支部定期総会にて) 

平成２２年７月１１日一部修正(支部定期総会にて) 

平成２３年７月３０日一部修正(支部定期総会にて) 

          令和０１年５月２５日一部修正(支部定期総会にて) 

令和０３年６月１５日一部修正(支部定期総会にて) 


