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令和元年度事業報告 
 

Ⅰ.事業の概要 

 基本財産である小野薬品工業株式会社の株式配当金収入は、安定的配当の継続方針から

昨年度比 2.5 円の増配により一株当たり 45 円の配当となったため、株式配当金収入が当

初事業計画通り昨年度比 41,072,050円増額の 739,296,900円となりました。 

 奨学金給与事業において、昨年実施した高校生に対する予約奨学生の募集に 26 校から

41名の応募がありましたが、最終的には予約奨学生の採用は 18校 26名が本年度の奨学生

となりました。 

 また、大学生向けの奨学生は奨学生総数 1,250名を目指して、府下 38大学に対し奨学生

募集数を昨年比 87名増の 447名にて募集を行いました。 

 最終的には 380名の奨学生を採用いたしました。その結果、新規採用後の奨学生総数は

前年比 52名増員し、1,179名となりました。 

学業及び学術研究を支援するための「成績優秀者制度」では、本年度は昨年比 2名増の

31名の奨学生を成績優秀者と認定し、報奨金を給与致しました。 

 また、優秀者表彰では、昨年比 2名増の 41名を表彰しました。 

学生寮運営事業においては、新規入寮者数が昨年比 5名増の 17名となり、在寮生と合わ

せて入寮者は 40名となりました。 

学生寮の設備については、経年劣化した自動火災報知システム・複合型受信機の更新を

致しました。 

そして、奨学生に当財団の事業内容や情報を提供し、また、新旧奨学生の交流の場とし

ての役割を持った小野奨学会会報「Link Age リンクエイジ」第 9号を令和 2年 1月に発

行しました。  

 

Ⅱ.事業活動 

1.奨学金給与事業 

（1）奨学金給与 

 令和元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 30年

度の学業成績及び生活状況報告書を基に 813名の奨学生の内 30名の支給停止者（原級 2

名、打切り 5名・辞退等 23名）を除く 783名の奨学生について選考委員会で審議がなさ

れ、10名に支給打切り、22名に文書警告及び 19名に口頭注意の処分を行うことを決定

しました。 

その結果、奨学生 773名につき引き続き奨学金の給与の継続を決定しました。 

 また、新規採用については、在校生について原則最終学年である 4年次生と 6年次生

を対象外とし、かつ、各大学の学生在籍数等を考慮して募集人員の配分を行い、38大学
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に学部生 395 名及び大学院生 47 名と災害被害者等となった学部生 5 名の合計 447 名の

募集を行いました。 

募集に対して 38大学から学部生 349名（内災害関連 0名）、大学院生 41名の合計

390名の応募があり、選考委員会の審議を経て、学部生 344名（内災害関連 0名）、大

学院生 36名の合計 380名を新規奨学生として採用しました。 

また、高校生を対象とした予約奨学生の採用制度を実施し、26名の奨学生が誕生し

ました。 

以上の結果、学部奨学生 370名、大学院生 36名の合計 406名が新規奨学生となり、

奨学生総数は学部生 1,104名、大学院生 75名の合計 1,179名となりました。 

各大学ヘの募集、採用人数については附属明細書Ⅰをご参照ください。 

奨学金の給与額は、学部生月額 4万円、大学院生月額 6万円で、成績優秀者 31名への

報奨金 310万円を含めて、奨学金の年間給与総額は 5億 7,848万円（前年比 2,234万円

増加）でした。 

（2）高校生予約奨学生の採用 

高校 3 年生を対象に平成 31 年度に大学へ入学することを条件とする奨学生の募集を

実施しました。 

 この制度により、大阪府下の国公立高校 40校を対象校として、各校 2名を応募上限と

し、35名程度の予約奨学生を採用する旨の予約奨学生の募集を行った結果、26校 41名

の応募がありました。 

 選考委員会による審議を経て、24校 38名の予約奨学生の採用を決定しましたが、6校

12 名の予約奨学生が大学への進学をしなかった等のため、18 校 26 名の予約奨学生が 9

大学に入学しました。募集対象高校の応募、採用及び進学先大学については附属明細書

Ⅱをご参照ください。 

（3）成績優秀者の認定 

 学部生の学業及び大学院生の学術研究を支援するための「成績優秀者制度」に基づく

成績優秀者は、各大学から提出された平成 30年度の学業成績及び学術研究成果報告を受

け、選考委員会の審議を経て、学部生 30名、大学院生 1名の合計 31名を成績優秀者に

認定し、令和 1年 10月及び令和 2年 2月にそれぞれ 5万円の報奨金を給与しました。 

（4）優秀者表彰 

 平成 30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から提出される学業成績を、課外活動優秀者は大 

学からの推薦された報告内容を基に、選考委員会の審議を経て、学業成績優秀者 33 名、

課外活動優秀者 6名の合計 39名を選出し、司法試験合格者 2名を加え、合計 41名を表

彰しました。 

 令和 1年 10月 7日（月）に ANAクラウンプラザホテル大阪にて、優秀者全員の参加で
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表彰式を開催し、参加した優秀者 41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・選考委員・事務局・奨学生との間で交流を図りました。 

 

2.学生寮運営事業 

 令和元年度の学生寮運営事業は、在寮生について各大学から提出された平成 30年度学

業成績を基に選考委員会で審議がなされ、在寮生 24名の内大学院生 1名が留年のため退

寮処分となり、23名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 名程度の募集を行い、17 名（学部生 9 名、全員が留学生の大学院生 8 名）の

応募があり、選考委員会の審議を経て、17名全員の入寮が決まり、入寮者は前年比 5名

増の 40名となりました。 

 寮内の行事として、消防訓練、誕生日会等の開催のほか、寮生が主体となって新入生

歓迎会、クリスマスパーティー、退寮生送別会等が開催されました。 

 設備については経年劣化したクーラーの更新や非常用照明機及び誘導灯の更新、また

自動火災報知設備・複合型受信機の更新工事を実施致しました。 

 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。 

 

Ⅲ.庶務の概要 

 1.申請・届出事項・検査 

 （1）申請・届出事項 

①大阪府へ平成 30年度事業報告書等を提出（令和元年 6月） 

②大阪府へ令和 2年度事業計画書等を提出（令和 2年 3月） 

 

2.会議開催状況 

理事会、評議員会、選考委員会等の開催状況は次の通りです。 

（1）理事会 

・第 28回理事会 （令和元年 5月 17日）  於：ガスビル食堂会議室 

  第 1号議案 平成 30年度（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日）事業報告等

及び計算書類等並びに財産目録の承認の件 

  第 2号議案 第 12回定時評議員会招集の件 

  第 3号議案 選考委員 2名選任の件 

  第 4号議案 事務局長任命の件 

報告事項  職務執行状況について 

 

  ・第 29回理事会 （令和 2年 3月 13日）  於：ガスビル食堂会議室 
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   第 1号議案 令和 2年度（令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日）事業計画及び

収支予算等の承認の件 

第 2号議案 資金運用の執行方針及び計画の件 

第 3号議案 小野薬品工業株式会社の株式議決権行使の件 

第 4号議案 公益財団法人小野奨学会職員就業規程一部変更の件 

報告事項  ・令和 1年度職務執行状況について 

      ・内閣府令第 8号…公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の  

       一部改正 

      ・高等教育無償化について 

 

（2）評議員会 

・第 12回評議員会 （令和元年 6月 3日）  於：ガスビル食堂会議室 

第 1号議案 平成 30年度（平成 30年 4月 1日～平成 31年 3月 31日）計算書類 

等及び財産目録の承認の件 

報告事項 

(1) 平成 30年度事業報告の内容報告の件 

(2) 平成 31年度事業計画及び収支予算について 

 

（3）選考委員会 

・第 22回選考委員会 （平成 31年 4月 23日）  於：ガスビル食堂会議室 

   第 1号議案  平成 30年度奨学生の継続審議の件 

第 2号議案  上野芝学生寮寮生の継続及び新規入寮者の審議の件 

第 3号議案 選考委員長選任の件 

報告事項  平成 31年度事業計画及び収支予算について 

 

・第 23回選考委員会 （令和元年 8月 6日）  於：ガスビル食堂会議室 

第 1号議案  令和 1年度新規奨学生選考の件 

第 2号議案 平成 30年度成績優秀者選考の件 

第 3号議案 平成 30年度優秀表彰者選考の件 

報告事項  平成 30年度事業報告の内容報告の件 

 

・第 24回選考委員会 （令和元年 12月 3日） 於： ガスビル食堂会議室 

   第 1号議案 令和 1年度高校生予約奨学生選考の件 

検討事項  令和 2年 4月から実施される国及び大阪府の授業料免除及び奨学金

給付と当財団の併用について 
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（4）奨学金説明会  

令和 2年 2月 27日開催予定も、新型コロナウイルスの影響で開催中止 

 

3．役員等・職員に関する事項 

（1）役員に関する事項 

 ・理事・監事  

  理事・監事については異動なし 

 

・評議員 

  評議員については異動なし 

 

（2）選考委員に関する事項 

平成 31年 4月 23日  選考委員長 松浦 道夫氏 辞任 

選考委員会にて選考委員長に山中 敬一氏 選任 

令和元年 5月 17日   理事会にて選考委員に喜多 正規氏 再任 

理事会にて木村 二郎氏 松浦 道夫氏の補欠選考委員と

して選考委員 就任 

   令和元年 8月 19日  選考委員 喜多 正規氏 ご逝去 

 

役 員 等 一 覧 （令和 2年 3月 31日現在）

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役 職 氏 名 

評

議

員 

評議員 岸岡 清 

評議員 黒田 愛 

評議員 阪本 芳幸 

評議員 大黒 トシ子 

評議員 千熊 正彦 

評議員 北條 勝彦 

評議員 水谷 和生 

選

考

委

員 

選考委員長 山中 敬一 

選考委員 木村 二郎 

選考委員 中室 克彦 

選考委員 三浦 恵子 

選考委員 本岡 寛子 

 役 職 氏 名 

理 

 

事 

理事長 久保井 一匡 

常務理事 山口 義孝 

理 事 小野 功雄 

理 事 久保井 聡明 

理 事 塚本 英  

理 事 戸塚 登 

理 事 濱岡 純治 

監

事 

監 事 國分 普 

監 事 林 修一 
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（3）職員に関する事項   

   令和 2年 2月 29日  事務局長 佐々本 正人氏 退職 

令和 2年 3月 1日   行旨 英二氏 事務局長  就任 

 

職 員 一 覧   （令和 2年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

職 務 氏 名 業務内容 

事務局長 行旨 英二 事務全般 

上野芝学生寮寮長 有村 義一 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 


