
令和４年度 学校法人順正学園教育後援会総会 

 

 

日  時 ： 令和４年９月１７日（土） 

 

 

場  所 ： 吉備国際大学７号館１階 ７１１教室 

       吉備国際大学岡山キャンパス（Microsoft Teams） 

       吉備国際大学南あわじ志知キャンパス（Microsoft Teams） 

       九州保健福祉大学 （Microsoft Teams） 

       九州保健福祉大学総合医療専門学校 （Microsoft Teams） 

 

 

 

１．総  会   １３：００ ～ １３：３０ 

 

 

 

議 事 

    （１）令和３年度事業報告並びに決算について 

    （２）令和４年度役員承認について 

    （３）令和４年度事業計画並びに予算について 

    （４）その他 

    



令和３年度 事業報告（主な事業） 

 

□・総会の開催（９月２５日土曜日） 

   本学会場にて総会を実施。併せて、担当チューター、ゼミ担当教員と個別懇談を実

施。（保護者の皆様から学校生活や成績、就職などについて直接ご質問していただ

ける懇談会です。） 

 ・吉備国際大学オンライン面談会の開催（１０月３０日土曜日） 

   新型コロナウイルス感染症の影響により地区別懇談会（地方会場）の開催が出来な

いため、オンライン面談会を実施しました。（担当教員との面談を実施） 

    

【令和３年度 使用経費】 

          高梁本部     計 ５６０，５９６円 

九州支部     計 ５３２，８４０円 

 

 

□学生活動助成金の交付 

  各学校の学友会へ助成を行っています。（5/1学生数によって助成） 

   【令和３年度交付額】 

吉備国際大学学友会へ           １，７２９，０００円 

九州保健福祉大学学友会へ         １，２６６，０００円 

順正高等看護福祉専門学校校友会へ        ６３，０００円 

九州保健福祉大学総合医療専門学校校友会へ   １８３，０００円 

                        計 ３，２４１，０００円 

 

□留学生支援経費（高梁分） 

  在学生と留学生の交流旅行経費（鷲羽山ハイランドほか） 

    【令和３年度 使用経費】        計  １３９，９１７円 

 

 

□特別援助金の交付 

高梁分・・・ 吉備国際大学アジア村備品一式         計 ９５４，２７５円 

   九州分・・・ 九州保健福祉大学講義室前トイレ屋根一式    計 ８８０，８８０円 

    

 

□特別支援金 吉備国際大学・順正高等看護福祉専門学校朝食支援 １，２６８，８００円 

九州保健福祉大学朝食支援金   １，４４６，６００円 

 九州保健福祉大学総合医療専門学校コピーカード支援   ２０２，０００円 





令和４年度 教育後援会役員（案） 

 

 

会 長      岩瀨 禎孝（継続）吉備国際大学 

副会長（九州支部長） 兒玉 欣也（継続）九州保健福祉大学 

副会長      角永 鏡次（継続）吉備国際大学 

副会長      好本 一也（継続）順正高等看護福祉専門学校 

副会長      髙野 裕美（新規）九州保健福祉大学総合医療専門学校 

副会長      長濵 純二（継続）教職員 

 

監 査      松本 政博（新規）吉備国際大学 

監 査      栗田 喜勝（継続）教職員 

 

委 員      有川 文美（継続）九州保健福祉大学 

 

 



令和４年度 事業計画（主な事業） 

 

□総会・本学会場懇談会（９月１７日（土））、別途オンライン懇談会の開催 

  今年度は、総会及び本学会場での懇談会を開催します。この懇談会は保護者の皆様

から学校生活や成績、就職などについて直接ご質問していただける懇談会となります。         

また、２大学については、別日程にてオンラインによる懇談会も開催します。 

  

【予算額】    高梁本部          ７００，０００円 

九州支部          ７００，０００円 

 

□学生活動助成金の交付 

  各学校の学友会へ助成を行っています。 

    

【予算額】学生１人につき １，０００円  計 ２，９３８，０００円 

 

□学生奨励費の交付 

  全国大会出場者に対し、団体（１０名以上）５万円、団体（１０名未満）３万円、 

個人１万円を交付しています。 

   【予算額】                計   １５０，０００円 

 

□教育奨励費の交付 

  ハワイ大学ヒロ校への学生留学費用の学費負担分を補助しています。 

個人 学費相当額を交付しています。 

   【予算額】       １名     １，３００，０００円 

 

□留学生支援経費の交付 

各学校に在籍する留学生と日本人学生の交流活動などに対して補助を行います。 

    

【予算額】   高梁本部（順専門含む）    ５００，０００円 

           九州支部           ２００，０００円 

 

□後援会通信費 

  順正学園 BOOKの作成、卓上カレンダーの作成（吉備）を行います。 

【予算額】     ２，５００，０００円 

 

□特別支援金 

各校の優れた学生活動、施設設備充実などで、特に援助を行うもの 

    

【予算額】高梁 １００万円 九州１２０万円    計  ２，２００，０００円 

 

□特別支援金 

・積立金へ振替                      ２０，０００，０００円 

・新型コロナウイルス対応緊急支援金             ３，０００，０００円 

・吉備国際大学・順正高等看護福祉専門学校朝食支援金      ２，５００，０００円 

・九州保健福祉大学朝食支援金                   ２，５００，０００円 

  ・吉備国際大学岡山キャンパス昼食支援              ５００，０００円 

  ・九州保健福祉大学総合医療専門学校コピーカード支援        ２５０，０００円 

【予算額】                         計 ２８，７５０，０００円 



単位：円

科　　　目 項　　　目 内　　　訳 科　　　目 項　　　目

吉備国際大学会員 1,248 名 総会・地区別開催費（高梁担当分） 案内状印刷等・旅費・会場他

九州保健福祉大学会員 1,093 名 後援会事務費（高梁担当分） 事務機器・事務用品、HP更新料

会　　　　　費 順正高等看護福祉専門学校会員 29 名 総会・地区別開催費（九州担当分） 案内状印刷等・旅費・会場他

九州保健福祉大学総合医療専門学校会員 191 名 後援会事務費（九州担当分） 事務機器・事務用品、HP更新料

教職員会員 338 名 学生活動助成金 各学友会への助成（学友会人数×1,000円）

会費収入合計 2,899 名 学生奨励費 全国大会出場者などへの奨励金

奨学金償還収入 　 教育奨励費 教育交流校への学生派遣（ハワイ大学ヒロ校派遣１名）

雑　　収　　入 利息等 留学生支援経費（高梁担当分） 日本人学生との交流活動その他留学生を支援する活動助成

　 　 　 留学生支援経費（九州担当分） 日本人学生との交流活動その他留学生を支援する活動助成

後援会通信費 会員配布資料郵送・印刷他（吉備卓上カレンダー含む）

　 旅費交通費 役員・事務局旅費・交通費

特別援助金（高梁担当分） 各校の優れた学生活動、施設設備充実などで特に援助を行うもの

　 特別援助金（九州担当分） 各校の優れた学生活動、施設設備充実などで特に援助を行うもの

予備費 振込手数料他

(その他）

積立金へ振替

特別支援金 新型コロナウイルス対応緊急支援金

特別支援金 吉備国際大学・順正高等看護福祉専門学校朝食支援金

　 特別支援金 九州保健福祉大学朝食支援金

特別支援金 吉備国際大学岡山キャンパス昼食支援

特別支援金 九州保健福祉大学総合医療専門学校コピーカード支援

令和４年度収入小計 令和４年度支出小計

前年度繰越資金 次年度繰越資金

合　　計 　 合　　計

積立金

積立年度 収　　入 支　出

平成７～２８年度積立金 81,000,000 51,000,000

令和４年度積立金 20,000,000 0

※平成３０年　後援会規約（積立金）第１４条（３）災害等により学生または保護者が被災した場合の緊急支援

　　平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）により被災された保護者または学生に対しての緊急支援

　　令和２年７月豪雨により被災された保護者または学生に対しての緊急支援

3,000,000

50,000,000

※平成１５年　吉備国際大学硬式野球部室内練習場建設補助として3,000万円支出

※平成２８年　後援会規約（積立金）第１４条（３）災害等により学生または保護者が被災した場合の緊急支援

　　熊本地震により被災された保護者または学生に対しての緊急支援　200万円

※平成２８年　後援会規約（積立金）第１４条（１）大型施設設備等の寄附

　　順正学園創立50周年に対し、大型施設設備等の寄附　高梁C　950万円　延岡C　950万円　合計　1,900万円

82,535,618 60,794,618

101,132,618 101,132,618

積立金残高

30,000,000

250,000

18,597,000 40,338,000

20,000,000

2,500,000

2,500,000

500,000

100,000

2,500,000

100,000

1,000,000

1,200,000

1,200,000 1,300,000

3,000 500,000

200,000

1,146,000 100,000

2,028,000 2,938,000

17,394,000 150,000

7,488,000 700,000

6,558,000 100,000

174,000 700,000

令和４年度　順正学園教育後援会　収支予算書（案）

令和４年４月　１日から
令和５年３月３１日まで

収　　　　　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

令和４年度予算額 令和４年度予算額



子弟入学制度について

順正学園では、各設置校に入学する学生（但し通信制を除く）に対し、特典として「子弟入学制度」を設けています。

下記のいずれかに該当する方は、所定の申込書提出により「入学金半額免除」の特典が適用されます。

適用される該当者
（１）父親または母親が、本学園設置校を卒業している方
（２）兄弟、姉妹が本学園設置校を卒業または在学中の方
（３）兄弟、姉妹が同一学年に同時に入学する場合のどちらか1名

学園設置校
吉備国際大学、九州保健福祉大学、九州保健福祉大学総合医療専門学校
（吉備国際大学短期大学部）（順正短期大学）（順正高等看護専門学校）（順正高等看護福祉専門学校）

具体的な措置 入学時までに「子弟入学申込書」を提出された方のみ、秋学期（後期）学納金で減免します。

　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】

　　　　　　　　　　　　　　学校法人順正学園  入試広報室

　　　　　　　　　　　　　　　　　〒700-0022　岡山県岡山市北区岩田町２－５

　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　0120-25-9944

　　　　　　　　　　　　　　　　　URL　http://junsei.ac.jp/edu/


