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平成 25年度事業報告 

    

ⅠⅠⅠⅠ....事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要    

 奨学金給与事業において、平成 22年 2月の公益認定移行時に平成 24年度及び 25年度に大幅

に新規奨学生を採用する計画を立案し、24年度に引き続き今年度も奨学生拡充計画に基づき多数

の新規奨学生の採用を計画しました。 

上記採用計画に基づき、奨学生総数が前年比 167名増となる 425名の奨学生の募集を府下の 35

大学に対して行いました。 

その結果、29名の応募未達となりましたが、396名の応募があり、394名の奨学生を採用しま

した。 

新規採用後の奨学生総数は前年比 117名増加しましたが、既採用者の成績の不芳等による奨学

金支給停止者の発生や応募者の未達により 1,142名にとどまりました。 

 優秀者表彰は、奨学生の大幅な増加を反映させて昨年より 4名多い 32名を表彰しました。 

 学生寮運営事業は、新規入寮者数が 22名と昨年比大幅に増加した結果、在寮生と合わせて 36 

名の入寮者となりました。  

 設備面では、電力不足とエコ対策として、寮の屋上に太陽光発電システム(20.4KWhw)を設置 

し、ゲストルームを 4室の浴室を備えた施設に改装いたしました。 

 また、奨学生に当財団の事業に関する情報を提供するとともに、新旧を含めた奨学生の交流の 

場とする役割を持たせた小野奨学会会報「LINK－AGE リンクエイジ」第 3号を平成 26年 2月に発 

行しました。  

 

ⅡⅡⅡⅡ....事業活動事業活動事業活動事業活動    

 1.1.1.1.奨学金給与事業奨学金給与事業奨学金給与事業奨学金給与事業    

(1)奨学金給与 

 今年度の奨学金給与は、既採用奨学生については各大学から報告された平成 24年度の学業成 

績を基に 765名の奨学生について選考委員会にて審議がなされ、17名の支給停止(原級 10名、 

打切り 7名)と 34名への文書による警告を行うことを決定しました。 

その結果、奨学生 748名について引き続き奨学金の給与の継続が決定しました。 

 また、新規採用については、薬学・医学・看護・リハビリテーション・知的財産・臨床心理・

法科大学院等への特別枠と各大学の在籍数を基準とした募集人員の配分を行い、35大学に学部

生 351名、大学院生 74名の合計 425名の募集を行いました。 

 募集に対して 35大学から学部生 332名、大学院生 64名の合計 396名の応募があり、選考委

員会の審議を経て、学部生 331名、大学院生 63名の合計 394名を新規採用し、奨学生総数は

学部生 1,006名、大学院生 136名の合計 1,142名に達しました。 
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各大学ヘの募集、採用人数等は附属明細書をご参照ください。 

奨学金の給与額は、学部生は月額 3万円、大学院生は月額 6万円で、年間給与総額は 4億 5,708

万円(前年比 3,573万円増)でした。 

  

(2)優秀者表彰 

 平成 24年度の学業成績及び課外活動等優秀者に対し表彰を行いました。 

学業成績優秀者は年度末に大学より報告される学業成績を、課外活動優秀者は大学からの推 

薦を基に、当財団にて対象者を選出し表彰者を決定しました。 

 今年度は、学業成績優秀者 22名、課外活動優秀者 10名の合計 32名を選出、決定しました。 

 平成 25 年 5月 29日(水)に ANA クラウンプラザホテル大阪にて、優秀者表彰式を開催し、

学業及び仕事の都合で 5名の欠席者はありましたが、参加した優秀者 27名には理事長から表彰

状と副賞が授与され、その後懇親会で理事長・常務理事・事務局・奨学生との間で交流を図り

ました。 

 

2.2.2.2.学生寮運営事業学生寮運営事業学生寮運営事業学生寮運営事業    

 今年度の学生寮運営事業は、在寮生について各大学から報告された平成 24年度学業成績を基

に選考委員会で審議がなされ、在寮生 14名全員の継続入寮が決定されました。 

 また、新規入寮募集については、事業計画に基づき大阪府下の大学学部 1 年生を中心に合計

15名の募集を行い、募集を上回る学部生 11名(全員日本人)と大学院生 11名(日本人 2名・留学

生 9名)の合計 22名の応募があり、選考委員会の審議を得て、22名全員の入寮が決まり、入寮

時の 4月時点の寮生は昨年比 10名増加し 36名となりました。 

 寮施設については、イー・モバイルより寮を含めた近隣の携帯電話等の電波障害を解消する

ために屋上へのアンテナ設置の依頼を受け、設置いたしました。 

 また、日常の寮施設の維持管理のための補修に加えて、電力不足とエコ対策にクリーンエネ

ルギーの活用を図るため屋上に太陽光発電システム(20.4Kw・年間推定発電量 22,529KWhw)

を設置し、18Lの石油缶 284本分の火力発電に必要な石油消費量の削減に寄与しています。 

そして、寮生の生活環境の改善を図るためにゲストルーム２室を家庭用浴槽 4 台を設置した

浴室に改装しました。 

 寮生からは寮費月額 5,500円と居室使用電気代等を毎月徴収しました。 

 寮内の行事として、消防訓練、誕生日会のほか、寮生が主体となって新入生歓迎会、退寮生

送別会等が開催されました。 
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ⅢⅢⅢⅢ....庶務の庶務の庶務の庶務の概要概要概要概要    

1.1.1.1. 申請・届出事項申請・届出事項申請・届出事項申請・届出事項    

    (1)申請・届出事項 

 ①定款の一部変更届を提出(平成 25年 6月) 

②大阪府へ事業報告書等を提出(平成 25年 6月) 

 ③大阪府へ事業計画書等を提出(平成 26年 3月)  

 

(2)検査 

 ①平成 24年 12月実施の大阪府公益認定等委員会による当財団の運営組織及び事業活動に関

する立ち入り検査に基づく報告要求を受領(平成 25年 5月) 

②上記①に対する報告書を大阪府公益認定等委員会に提出(平成 25年 5月) 

 ③大阪府公益認定等委員会より当財団の運営組織及び事業活動に関する立ち入り検査に基づ

く通知を受領(平成 25年 7月) 

 

 

 

2.2.2.2.会議開催状況会議開催状況会議開催状況会議開催状況    

理事会、評議員会、選考委員会の開催状況は次の通りです。 

(1) 理事会 

・第 13回理事会 (平成 25年 5月 15日)   於:三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 

  

・第 14回理事会 (平成 26年 3月 4日) 於:ガスビル食堂  

  

(2)評議員会 

・第 6回評議員会 (平成 25年 6月 6日)  於:ANAクラウンプラザホテル大阪 

 

 (3)選考委員会 

 ・第 8回選考委員会 (平成 25年 4月 22日) 於:三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 

   

 ・第 9回選考委員会 (平成 25年 8月 2日) 於:三井ガーデンホテル大阪淀屋橋 
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 ３３３３....役員・職員に関する事項役員・職員に関する事項役員・職員に関する事項役員・職員に関する事項    

 (1)役員に関する事項 

  本年度の役員の異動はなし 

役 員 等 一 覧 (平成 26年 3月 31日現在) 

                  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

(2)職員に関する事項   

 本年度の職員の異動なし  

職 員 一 覧 (平成 26年 3月 31日現在)  

 

 

    

    

    

    

    

役 職 氏 名 

                 

理

事 

理事長 久保井 一匡 

常務理事 山口 義孝 

理事 井上 通敏 

理事 小野 功雄 

理事 久保井 聡明 

理事 塚本 邦彦 

理事 戸塚 登 

監

事 

監事 國分 普 

監事 林 修一 

 

選

考

委

員 

選考委員長 松浦 道夫 

選考委員 喜多 正規 

選考委員 小髙 恭 

選考委員 中室 克彦 

選考委員 三浦 恵子 

選考委員 山中 敬一 

 役 職 氏 名 

 

 

評

議

員 

評議員 大谷 晃一 

評議員 黒田 愛 

評議員 阪本 芳幸 

評議員 島田 尚一 

評議員 大黒 トシ子 

評議員 千熊 正彦 

評議員 北條 勝彦 

職務 氏名 業務内容 

事 務 局 長 佐々本 正人 事務全般 

上野芝学生寮寮長 我堂 美樹夫 上野芝学生寮事務全般 

事 務 局 員 尾崎 浩子 一般事務 

事 務 局 員 坂本 早紀 一般事務 


