
平成 30年度 青森大学後援会 第 5回役員会 

令和元年度 青森大学後援会 第１回役員会 

 

次 第 

 

 

日時：令和元年 6月 8日（土） 

16:00開始 

場所：青森大学 第一会議室 

 

 

【次 第】 

１． 開  会 

 

２．会長挨拶 

  

 ３．議長選出 

 

４．議  事 

  審議事項 

 【第 1号議案】平成 30年度事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・（資料１） 

 【第 2号議案】平成 30年度監査報告・・・・・・・・・・・・・・・・（資料２） 

 【第 3号議案】平成 30年度決算報告・・・・・・・・・・・・・・・・（資料３） 

 【第 4号議案】後援会会則について・・・・・・・・・・・・・・・・（資料４） 

 【第 5号議案】令和元年度役員改選・・・・・・・・・・・・・・・・（資料５） 

 【第 6号議案】令和元年度事業計画（案） ・・・・・・・・・・・・・（資料６） 

 【第 7号議案】令和元年度予算（案） ・・・・・・・・・・・・・・・（資料７） 

 【第 8号議案】その他 

 

 ５．閉  会 

 

   

 

   



資料１ 
 

平成 30 年度 事業報告（一覧） 

 

月 日 曜日 事業名 時間・場所 

４ ２ 月 後援会入会式 
入学式終了後 

青森大学正徳館 

4 5 水 薬学部合同就職セミナー ホテル青森 

6 4 月 平成２９年度会計監査 
会計監査 14：00 

青森大学事務室 

6 9 土 第 1 回三役会、役員会、懇親会 

三役会 16：00 

役員会 17：00 

青森大学第一会議室 

懇親会 19：00 三ツ石 

６ 9 土 特別講義①公開特別講義『小平奈緒選手』 青森大学正徳館 

７ 7 土 情報交換会（札幌・仙台・東京）  

７ 8 日 情報交換会（青森・秋田・盛岡）  

８ ５ 日 ねぶた祭り参加 出陣：３日～７日 

９ １5 土 第２回役員会 青森大学第１会議室 

9 29・30 土～日 
青大祭事務局出店手伝い 

（渡邊商店事務局屋） 
青森大学 

１０ ２６ 金 特別講義②阿部治先生 青森大学記念ホール 

１２ ８ 土 三役会 青森大学第１会議室 

１２ １５ 土 第３回役員会 青森大学第１会議室 

2 27 水 ３学部合同就職セミナー ホテル青森 

3 7 木 あおりんプロジェクト成果発表会 5105 教室 

３ 16 土 第４回役員会 青森大学第１会議室 

6 月 あおりんプロジェクト助成    ※別紙①（採択一覧） 

10 月 教育研究プロジェクト助成    ※別紙②（採択一覧） 

アクティブ＠キャンパス（旧後援会だより）発行、発送。 

７月 A４版で発行（８月、９月号はコピー機で印刷） 



事業報告（詳細） 

〇後援会入会式 

  平成 30 年４月２日（月）青森大学正徳館（入学式終了後） 

  平成 30 年度新入生 総合経営学部：122 名、社会学部：90 名、 

ソフトウェア情報学部：51 名、薬学部 39 名、編入生：8 名、合計：310 名 

事務局より後援会の会則、目的、事業について説明をした。 

  

  

○薬学部合同就職セミナー 

  平成 30 年 4 月 5 日（水）14：00～ホテル青森（3 階 孔雀の間） 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

〇平成 29 年度会計監査  

平成 29 年 6 月 4 日（月） 

会計監査：16：30～ 青森大学事務室 

 

 

 〇第１回役員会、懇親会  

平成 30 年 6 月 9 日（土） 

三役会：16;00～ 青森大学第一会議室 

役員会：17:00～ 青森大学第一会議室 

  懇親会：19:00～ 三ツ石 

 

 

 

 

 



 〇特別講義 

  平成 30 年 6 月 9 日（土）13:30～15:30  青森大学記念ホール 

  講師：小平 奈緒選手（平昌オリンピックスピードスケート 500ｍ金メダル、） 

  演題：「スポーツが人生をつくる」 

  対象者：全学部１年生、運動部所属学生、教職員、保護者 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇情報交換会 

  平成 30 年７月 7 日（土）札幌、仙台、東京 

         8 日（日）青森、秋田、盛岡 

 （上記 6 会場共通） 

   9：30～10：00 受付 

   10：00～11：30 個人面談 

   11：30～12：00 全大会（大学の状況報告、後援会役員会報告） 

   12：00～14：00 懇親会 

 

  開催地・参加者数 

月日 場    所 参加者数 

7/7（土） 

札幌会場：札幌すみれホテル 経 1、社 1、ソ 2、薬 4、計 8 

仙台会場：ベルエア会館 経 6、社 2、ソ 3、薬 4、計 15 

東京会場：ホテルパークサイド 経 7、社 7、ソ 1、薬 3、計 18 

7/8（日） 

秋田会場：秋田ビューホテル 経 7、社 3、ソ 4、薬 3、計 17 

盛岡会場：ホテルメトロポリタン盛岡 経 1、社 5、ソ 5、薬 5、計 16 

青森会場：青森国際ホテル 経 15、社 25、ソ 16、薬 38、計 94 

                       

合計：経 37、社 43、ソ 31、薬 57 計 168 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ねぶた祭り参加 

  平成 30 年 8 月５日（水）青森山田学園ねぶた 

  役員から會津会長、役員以外からも 11 家族が参加。 

  学生の着付けについては今年度も、平尾さん、佐々木さんにお手伝いいただきました。 

  昨年度後援会が作成した青森山田学園ねぶたのうちわを参加者全員に配布しました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇第 2 回役員会 

  平成 30 年９月 15 日（土）15:00～ 青森大学第一会議室 

  情報交換会、ねぶた祭りの報告、平成 30 年度予算（案） 

  大学祭の出店について 等 

 

 〇青大祭 

  平成 30 年 9 月 29 日(土)、30 日(日） 

  後援会として出店はせず、事務局出店の「渡邊商店事務局屋」の手伝いを行う。 

  後援会より 200 万円助成。 

 



 

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇特別講義 

  平成 30 年 10 月 26 日（金）10:40～12:10 青森大学記念ホール 

  講師：客員教授 阿部 治先生 

  演題：「ESD（持続可能な開発のための教育）による地域創生力－持続可能な地域を作る人づくり」 

  対象者：全学部１年生、2 年生以上の学生、教職員、保護者 

   

 〇第３回三役会 

  平成 30 年 12 月 8 日（土） 10:00～ 青森大学第一会議室 

 第３回役員会について内容確認 

 

〇第 3 回役員会 

 平成 30 年 12 月 15 日（土） 16:00～ 青森大学第一会議室 

 中間事業・決算報告及び今後の検討 等 

 

 ○3 学部合同就職セミナー 

 平成 31 年 2 月 27 日（水）14：00～ホテル青森（3 階 孔雀の間） 

 

 

 

 

  

 

 



○あおりんプロジェクト成果発表会 

  平成 31 年 3 月 7 日（木） 

   

 

 

  

 

 

 

 

企画・研究に取り組んだ８組の成果発表 

（１）北東北きれいになろうプロジェクト 

・東北産素材を使った美肌に関する商品のための試作品づくり 

（２）かかし制作・提供プロジェクト 2018 

・油川地区や青森北高校との連携を強めるために、「かかしロード 280」に青森大学オリジナル

かかしを出展 

（３）忍者アクロプロジェクト 

・実在した忍者の調査に基づき、県内各地で忍者ショーや講演会、福祉施設への慰問を実施 

（４）フォトモザイクアート制作プロジェクト 

・「青森大学 50 周年」をテーマにしたフォトモザイクアートを制作、展示。地域との連携によ

り青森大学を PR 

（５）白衣は燻色に染まる計画 

・konkitchin さんや S Baker さんといった食の専門家とタイアップし、「田酒」を利用した燻製

ベーコンの開発に成功 

（６）浪岡プロジェクト 

・浪岡地区における、中学進学時の友達作りの土台をつくる。小学生対象イベントを開催 

（７）キャンパス SDGs プロジェクト 

・企業との協力による薪割りイベントや、整備した山林での自然体験活動などを通した森林を

守る活動 

（８）青大５０周年、青森山田学園 100 周年切り絵プロジェクト 

・芸術性の高い「切り絵細工」を創作・展示することにより、青森大学の多様性、美術や地域

への感性を伝える 

 

〇第４回役員会 

  平成 29 年３月 16 日（土） 

役員会：10:00～ 青森大学第一会議室 

  第３回役員会議事録確認 

  今後の検討（役員公募、年間計画等） 

 

 

 





1 収支予算執行状況合計

収入の部 支出の部 差引き

37,837,430 28,051,868 9,785,562

2 収 入 の 部 （円）

項　　目 30年度予算 決　算 備考

会費 34,800,000 34,800,000 1,160名×30,000円

前年度繰越金 3,037,430 3,037,430

合　  計 37,837,430 37,837,430

3 支 出 の 部 （円）

項　　目 30年度予算 決　算 対予算（残額） 備考

A　援  助  費 32,300,000 23,159,007 9,140,993

①施設管理維持費 6,000,000 4,093,243 1,906,757 安全管理のための施設維持費

②研究助成費 3,000,000 2,079,413 920,587 教員と学生の研究活動への助成

③学生の福利厚生
　　　ｸﾗﾌﾞ活動の援助

18,000,000 12,273,382 5,726,618 学生の福利厚生、全国大会出場クラブへ
の助成、体育会・文化会活動への助成等

④大学祭助成費 2,000,000 2,000,000 0
大学祭イベント費用等
（学友会への助成）

⑤就職指導助成費 3,200,000 2,650,398 549,602

就職セミナ―会場費、
保護者向け就職サポートガイド作成
社会人基礎力テスト
（4学部１、３学部３年、薬学部５年）　等

⑥講演会援助費 100,000 62,571 37,429 特別講義講師料

B　運　営　費 3,120,000 2,786,861 333,139

①旅　　　費 1,000,000 1,190,663 ▲ 190,663
役員会交通費
情報交換会への教職員派遣旅費等

②会　議　費 1,200,000 1,291,724 ▲ 91,724 情報交換会会場費等

③交　際　費 100,000 86,400 13,600 花代等

④通　信　費 300,000 146,716 153,284
青森大学アクティブ@キャンパス、
情報交換会案内等発送費等

⑤事　務　費 20,000 6,558 13,442 タックラベル用紙等

⑥印　刷　費 500,000 64,800 435,200
青森大学　アクティブ＠キャンパス
印刷代

C　予　備　費 417,430 106,000 311,430

D 50周年記念事業基金 2,000,000 2,000,000 0

合計(A＋B＋C＋D） 37,837,430 28,051,868 9,785,562

平成30年度　青森大学後援会　収支決算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日
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A① 施設管理維持費

予算：6,000,000円
支出：4,093,243円

A② 研究助成費 詳細別紙参照 予算：3,000,000円

①今年度教育研究プロジェクトで採択になった15件中8件
①申請額：1,885,583円
　　　支出：1,633,909円

②今年度あおりんプロジェクトで採択になった7件 ②申請額：1,000,000円
　　　支出：　445,504円

A③ 詳細別紙参照

予算：18,000,000円

支出：12,273,382円

Ａ④ 大学祭助成費 詳細別紙
A⑤ 就職指導助成費 PROG解説会講師費　59,724円

就職活動実践演習講師料　22,274円
キャリアデザインⅡ座談会お礼　24,000円
就職活動実践演習お礼　20,000円
合同就職セミナー補助学生お礼　8,000円 予算：3,200,000円
社会人基礎力テストPROG全学部1年・3年　1,684,800円
薬学部合同企業就職セミナー会場費　356,400円
3学部合同企業就職セミナー会場費　475,200円

支出：2,650,398円

A⑥ 講演会援助費 講演会看板用ロール紙　29,160円
特別講義講師料10/26阿部治先生　33,411円 予算：100,000円

支出：　62,571円
B① 旅費 役員会交通費

6/9（土） 40,780円
9/15（土） 12,420円
12/8（土） 三役会、12/15（土）役員会交通費　　59,860円
2/16（日） 三役会交通費　　23,660円
3/17（土） 役員会交通費　　25,540円

情報交換会移動費

7/7（土）
札幌（235,620円）、仙台（140,223円）
東京（201,300円） 予算：1,000,000円

7/8(日）
秋田（90,710円）
盛岡（64,080円）　　　　　　　　　等

支出：1,190,663円

B② 会議費 情報交換会会場費

7/7（土）
札幌（83,560円）、仙台（118,120円）
東京（308,464円）

7/8(日）
青森（512,707円）、秋田（157,009円）
盛岡（79,717円）　　　　　　　　　等 予算：1,200,000円

支出：1,291,724円
B③ 交際費 入学式花代　32,400円

供花　21,600円 予算：100,000円
卒業式花代　32,400円 支出：　86,400円

B④ 通信費 役員会案内発送

6/9（土） はがき・切手　2,446円
12/15（土） はがき・切手　2,260円

情報交換会案内発送　1,146通×120＝137,520円
　　　　〃　　当日の資料発送料　　　　1,674円

3/16（土） はがき・切手　1,750円 予算：300,000円
大学祭出店取り止めのお知らせ発送　　1,066円 支出：146,716円

B⑤ 事務費 事務用品

予算：20,000円
支出：　6,558円

B⑥ 印刷費 アクティブ＠キャンパス
7月号　64,800円 予算：500,000円

支出：　64,800円
C 予備費 新入生オリエンテーションスタッフ学生へのお礼53名　106,000円

予算：417,430円
支出：106,000円

Ｄ 50周年記念事業基金 青森大学50周年事業基金として学園100周年事務局へ
予算：2,000,000円
支出：2,000,000円

平成30年度　青森大学後援会　収支中間決算書内訳

学生の福利厚生
クラブ活動の援助

BBS 16,000円

ETロボコン研究会 40,520円

アーチェリー部 715,812円

空手部 757,699円

剣道部 593,170円

弓道部 9,620円

硬式テニス部 452,643円

硬式野球部 719,504円

サッカー部 15,500円

バスケットボール部 90,045円

準硬式野球部 622,396円

新体操部 2,472,511円

スキー部 1,062,646円

卓球部 253,600円

バレーボール部 75,500円

ハンドボール部 51,700円

マイクロバスリース料 2,073,600円

ボクシング部 918,096円

薬学部 69,980円

ラグビー部 715,158円

陸上部 183,944円

演劇部 1,600円

茶道部 16,530円

ＬＦＶ 21,392円

７号館ｗｃウォシュレット化工事

279,720円

クラブ棟内不用品処分 350,195円

正徳館外壁補修工事 421,200円

正徳館ホール壁クロス補修 21,600円

5号館外壁補修工事 383,600円

正徳館内部壁塗装工事 43,200円

学生駐車場舗装・白線 1,836,000円

中庭照明器具取付 221,400円

4号館ｗｃウォシュレット化工事 256,608円

新図書館屋根補修工事 85,320円

街灯修理工事 194,400円
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資料４ 
青森大学後援会 会則 

 

第１条 名称・事務局 

１ 本会は青森大学後援会と称し、青森大学(以下「大学」という)内に事務局を置く。 

２ 事務局員は、大学事務局学生課職員とする。 

 

第２条 目的 

本会は、大学の教育の充実並びに学生の育成援助を図ることを目的とし、その目的達成のため次の事業を行う。 

(１)大学の整備充実のための援助 

(２)教職員及び学生の研究活動の援助 

(３)学生の福利厚生及びクラブ活動の援助 

 (４)大学祭の援助 

(５)学生の就職指導のために必要な援助 

(６)講演会並びに講習会の援助 

(７)その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３条 会員 

本会の会員は、大学に在籍している学生の保護者とする｡ 

 

第４条 役員 

1 本会に次の役員を置く。 

(１)会 長  １名（青森県内の会員より１名） 

(２)副会長  若干名 

(３)幹事長  １名（大学事務局長） 

(４)幹 事   若干名 

(５)監 事  ２名（４学部長１年持回り、その他会員より１名） 

(６)事務局長 １名（大学学生課長） 

 ２ 役員の選任は三役会の議を経て会長が行う。 

 

第５条 名誉顧問及び顧問 

 １ 青森大学学長は、名誉顧問とする。 

 ２ 本会の会長を退任した者は、退任後１年間、顧問とする。 

 

第６条 役員の任務 

役員の任務は、次のとおりとする。 

(１)会長は、本会を代表し、必要に応じ役員会を招集し、その議長となる。 

(２)副会長は、会長を補佐し、会長の欠けたとき又は事故のあるときは、その職務を代行する。 

(３)幹事長は、幹事を代表する。また、正副会長を補佐する。 

(４)幹事は、会員を代表し、本会事業の企画運営に参画する。 

(５)監事は、本会の会計を監査する。 

(６)事務局長は、本会の事務を処理する。 

 

第 7条 三役会 

本会に三役会を置く。 

（１）三役会は、会長、副会長、幹事長、事務局長をもって構成する。 

 （２）三役会は、会長が招集し、必要に応じて開催する。 

 

第８条 三役会の任務 



 三役会の任務は、次のとおりとする。 

（１）第 10条役員会の審議事項（案）の作成をする。 

 （２）この他役員会に関する業務を行う。 

（３）次年度の役員候補を選出する。 

  

第 9条 役員の任期 

 １ 役員の任期は、１年とする。但し、再任を妨げない。 

 ２ 役員は、その任期満了後も後任の役員が選出されるまで引き続きその任務を行う。 

 

第 10条 事務局の任務 

事務局は、次の任務を行う。 

(１)会員名簿の管理 

(２)大学情報交換会(北海道・青森・秋田・岩手・宮城・関東等)の日程・会場・派遣教職員等の取り纏め 

(３)後援会だよりの編集・発行等の情報配信(年４回程度) 

(４)役員会の日程調整 

(５)その他後援会に関する事務 

 

第 11条 役員会 

１ 役員会は、役員を以って構成し、会長が招集する。 

２ 役員会は、役員の半数以上の出席によって成立する。 

３ 役員会は、毎年２回以上これを開く。 

４ 臨時役員会は、必要に応じて、会長が招集する。 

５ 予算の決定は役員会で行う。 

 

第 12条 役員会の審議・決定事項 

役員会において審議・決定する事項は、次のものとする。 

(１)事業計画その他重要会務 

(２)収支予算、決算 

  (３)その他、会長が必要と認める事項 

 

第 13条 経費・会計年度 

１ 本会の経費は、会費、寄付金及び財産の運用によって得た利益、その他の収入をもって、これに充てる。 

２ 会費は、年額３０,０００円とする。 

３ 本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第 14条 会則の改正 

本会の会則は、役員会で審議し改正する。 

 

第 15条 施行細則その他 

 本会の会則施行についての細則その他必要な規程は、別に定める。 

 

 

附 則 

この会則は、平成２７年４月１日より実施する。 

附 則 

この会則は、平成２８年４月１日より改正実施する。 

附 則 

この会則は、平成２９年４月１日より改正実施する。 

附 則 

この会則は、平成３１年４月１日より改正実施する。 
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附 則 

 この会則は、令和元年６月８日より改正実施する。 

 

 

青森大学後援会 役員候補選出規程 

 

 この規程は、令和元年６月８日をもって廃止とする。 

 

 

青森大学後援会 表彰規程 

 

第１条 目的 

この規程は、青森大学後援会会則第１３条の規定に基づき、青森大学後援会（以下「本会」という）の活動を推進発展

させた者及び本会の目的遂行に貢献した者に対して表彰を行うことを目的とする。 

 

第２条 被表彰者 

被表彰者は、本会に所属する会員（会員であった者を含む）及び本会に関係する個人又は団体とする。 

第３条 範囲 

 被表彰者の活動が、次の各号のいずれかに該当した場合は、表彰するものとする。 

(１)本会の役員を務め、本会の活動を推進発展させた者 

(２)本会の活動に協力し、その功績が顕著な者 

(３)その他、表彰に値すると認められる貢献があった者 

 

第４条 方法 

表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行い、必要に応じて記念品を贈呈することができる。 

 

第５条 選考 

被表彰者は、役員会において選考し決定する。 

 

第６条 時期 

表彰は、会長が必要と決めた日時とする。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日より実施する。 

 

 

 

 

 

青森大学後援会 弔慰金内規 

 

青森大学後援会会則 第 13 条に基づき、本会に関する弔慰金は以下の基準により行う。 

 

１、役員死亡の場合 

    花輪 １基   香典 ２万円   弔電 

 



２、同１の配偶者及び血族（一親等）死亡の場合（姻族の場合は同居を原則とする。） 

    花輪 １基   香典 ５千円   弔電 

 

３、１，２に該当しない場合で特に必要があると判断される場合には、会長の承認を受け行うことができる。 

 

４、手続きは後援会事務局が行う。 

 

５、会員死亡の場合 

            香典 １万円   弔電 

 

６、在学生死亡の場合 

            香典 １万円   弔電 

 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日より実施する。 
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第５号議案：役員改選 

 

 

 

 平成３０年度 令和元年度 

 役職 氏 名 役職 氏 名 学部 学年 学生氏名 

１ 会長 會津 隆史 会長 會津 隆史 経営 ３ 會津 知剛 

２ 副会長 工藤 敏 副会長 野宮 正孝 経営 3 野宮 稀琴 

３ 副会長 伊藤 忍 副会長 松浦 健悦 薬 3 松浦 千里 

４ 幹事長 木村 雅大 幹事長 木村 雅大   大学事務局長 

５ 幹事（青森） 佐々木祐美子 幹事（青森） 佐々木祐美子 社会 4 
佐々木 菜摘 

佐々木 陽菜 

６ 幹事（青森） 一戸 泰人 幹事（青森） 澁谷 泰秀 薬 4・3 
澁谷フィオーナ 

澁谷セバスチャン 

７ 幹事（青森） 澁谷 泰秀 幹事（青森） 秋山 光良 経営 4 秋山  亮 

８ 幹事（青森） 秋山 光良 幹事（青森） 平尾 美砂子 薬 4 平尾  悟 

９ 幹事（青森） 平尾 美砂子 幹事（青森） 北畠 敦子 経営 2 北畠 佳祐 

10 幹事（青森） 北畠 敦子 幹事（岩手） 野露 明美 社会 1 野露 淳博 

11 幹事（青森） 松浦 健悦 幹事（北海道） 美坂 直美 経営 2 美坂 穂香 

12 幹事（青森） 蝦名 正幸 監事 永倉 志穂 経営 1 永倉 真緒 

13 監事 野宮 正孝 監事 角田 均   ソフトウェア情報学部 

14 監事 藤林 正雄 名誉顧問 金井 一賴   学長 

15 顧問 松尾 和彦 事務局長 柴田 匡美   学生課長 

16 名誉顧問 金井 一賴      

17 事務局長 牧野 俊之      
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第６号議案：令和元年度 事業計画 

  月 日 曜日 事業名 時間・場所 

４ ２ 火 後援会入会式 
入学式終了後 

青森大学正徳館 

4 6 土 薬学部合同就職セミナー ホテル青森 

5 24 金 三役会 
三役会 18:00 

青森大学第一会議室 

6 3 月 平成 30 年度会計監査 
会計監査 10：00～ 

青森大学事務室 

6 8 土 第 1 回三役会、役員会、懇親会 

三役会 15：00 

役員会 16：00 

青森大学第一会議室 

懇親会 18：00 秀寿司 

６   特別講義  

７ 6 土 情報交換会（仙台・東京）  

７ 7 日 情報交換会（札幌・秋田・盛岡・青森）  

８ 3 土 ねぶた祭り参加 出陣：３日～７日 

９ １4 土 第２回三役会、役員会 青森大学第１会議室 

9 28・29 土～日 青大祭 青森大学 

１１ １ 金 特別講義・阿部治先生 青森大学記念ホール 

１１ 30 土 第３回三役会、役員会 青森大学第１会議室 

2   ３学部合同就職セミナー ホテル青森 

３ 14 土 第４回三役会、役員会 青森大学第１会議室 

6 月 教育研究プロジェクト助成 （６月～７月募集期間） 

あおりんプロジェクト助成  （5/13～24 申請期間、6/5 プレゼンテーション・審査会） 

 



1 収 入 の 部 （円）

項　　目 30年度予算 元年度予算 増減（▲） 備考

前年度繰越金 3,037,430 9,786,562 6,749,132

会費 34,800,000 36,540,000 1,740,000 1,218名×30,000円

合　  計 37,837,430 46,326,562 8,489,132

2 支 出 の 部 （円）

項　　目 30年度予算 元年度予算 増減（▲） 備考

A　援  助  費 32,300,000 38,300,000 6,000,000

①施設管理維持費 6,000,000 10,000,000 4,000,000 安全管理のための施設維持費

②研究助成費 3,000,000 3,000,000 0 教員と学生の研究活動への助成

③学生の福利厚生
　　クラブ活動の援助

18,000,000 18,000,000 0
学生の福利厚生、全国大会出場クラブへ
の助成、体育会・文化会活動への助成等

④大学祭助成費 2,000,000 2,000,000 0
大学祭イベント費用等
（学友会への助成）

⑤就職指導助成費 3,200,000 3,200,000 0
企業セミナ―会場費、
就職ガイドブック作成
社会人基礎力テスト　等

⑥講演会援助費 100,000 100,000 0

⑦卒業経費援助費 0 2,000,000 2,000,000
卒業式・卒業記念パーティー等にか
かわる経費の援助

B　運　営　費 3,120,000 3,920,000 800,000

①旅　　　費 1,000,000 1,500,000 500,000 情報交換会への教職員派遣旅費等

②会　議　費 1,200,000 1,500,000 300,000 情報交換会会場費等

③交　際　費 100,000 100,000 0 花代等

④通　信　費 300,000 300,000 0 情報交換会案内等発送費等

⑤事　務　費 20,000 20,000 0 タックラベル用紙等

⑥印　刷　費 500,000 500,000 0

C　予　備　費 417,430 4,106,562 3,689,132

D 50周年記念事業基金 2,000,000 0 ▲ 2,000,000

合計(A＋B＋C＋D） 37,837,430 46,326,562 8,489,132

令和元年度　青森大学後援会　収支予算書
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