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第 28 回福岡県立大学同窓会総会議事録 

2019 年（令和元年）8 月 25 日 午前 10 時開始 

リーガロイヤルホテル小倉 

 

【総合司会：石本光輝】 

ただいまより第 28 回福岡県立大学同窓会総会を開催いたします。初めに会長挨拶を行いま

す。野口会長、よろしくお願いします。 

 

【野口会長】 

皆様、おはようございます。 

今日は大変お忙しい中、第 28 回福岡県立大学同窓会総会の総会に参加していただきまして、

誠にありがとうございます。 

前回は福岡市で開催されまして、130 名を超す参加者でしたが、今回は北九州市で約 70 名

の参加です。 

また、昨日から台風の影響か、暑かった夏の暑さが何となく秋の気配を感じるくらいちょっ

と寒いくらいの天気が変わってきたなのかなと思いました。 

平成から、今、令和に変わり、今まで平成時代には多くの災害があり、それに明け暮れたよ

うな時代でしたが、令和になって初めての県立大学の総会です。この総会では特に今まで福

岡県立大学の看護学部と県立大学の同窓会が一本化できずにずっとまいりましたが、前回、

前会長の川上会長のリーダーシップのもと、何とか一本化ができました。同窓会として大変

うれしく思っています。ただ、これからの同窓会活動というのは、どうするべきなのか、同

窓生がどのように繋がっていけばいいのか、それからまた会費をどのように使っていけばい

いのか、様々な課題がありますし、その構築に向けて皆さんからたくさんの意見をいただか

なければいけないというふうに思っております。 

わたしも会長になったばかりですので、中々うまくかじ取りができずに、事務局、役員一同

力を合わせて、これからのことを考えていけたらと思っていますので、ご協力のほどをよろ

しくお願いします。 

今日は本当に人数的にはこじんまりとしていますので、普段、同窓会に対して思っているこ

と、それからもっとこういう風にあって欲しいとか、様々なご意見を遠慮なく出していただ

けたらありがたいと思いますので、これからどうぞ有意義な時間にしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

これでわたしの会長の挨拶を終わります。 

 

【総合司会：石本光輝】 
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会長、ありがとうございました。 

ここで、会場からどなたか議長をご推薦いただけませんでしょうか。 

ご推薦がなければ、事務局推薦、当番期の社会保育短期大学 9 期の平野信子さんにお願いし

たいと思います。皆様拍手でご承認下さい。 

(拍手で承認) 

 

【議長】 

只今ご推薦いただきました、当番期の社会保育短期大学 9 期平野信子です。 

本日の議長を務めさせていただきます。不慣れな点もあるかと思いますが、よろしくお願い

いたします。本日の進行について説明します。 

事前に総会資料を配布しておりましたので、お目通ししていただいているものとして進めて

まいります。 

まず、議題①～③までを一括して提案していただき、まとめて質疑応答と拍手による採決を

行います。次に議題④の拍手による承認を行います。次に、議題⑤～⑦を一括して提案し、

まとめて質疑応答と拍手による採決を行います。最後に報告事項の説明を行いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、議題①平成 29 年度及び 30 年度事業報告を行います。 

杉本副会長、お願いします 

 

【杉本副会長】 

(事前配布の議題①について説明) 資料参照 

 

【議長】 

議題② 平成 29 年度及び 30 年度決算報告に移ります。郡谷副会長、お願いします。 

 

【郡谷副会長】 

（事前配布の議題②について説明） 

副会長をしております県大１期の郡谷と言います。よろしくお願いします。まずこの会計が

２年度ごとになっておりますので簡単に概要を説明いたします。平成 29 年度 30 年度とい

うことですが平成 29 年度に総会があっております。総会は 2 年に一度になっておりますの

で総会がある年については予算等が大きくなっているところです。 

それでは簡単に抜粋しながら説明していきます。 

平成 29 年度決算報告です。収入の部での越金です。決算額 4,495,602 円となっております。

2 番経常収入です。決算額 4,363,000 円。3 番臨時収入、1,548,959 円ということですが、3
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（2）にありますように寄付金のお金が入ってきておりますで、増減について少し変動があ

っております。収入合計は予算額 9,879,389 円が 10,307,561 円ということになっておりま

す。続いて支出です。事務局費です。決算額は 2,017,324 円、2 番目事業費は 3,105,011 円、

その中で大きい所は会報の印刷の印刷消耗費ですが、印刷代そのものが上がっていまして、 

少し増えています。支出の 3 番予備費です。決算額 278,763 円といということですが、ここ

はホームページをリニューアルするということで少し予備費を使うようにしておりました

が、その分について少し使わずに済んだということになりましてマイナスとなっております。

4 番繰越金です。決算額 4,906,463 円となっております。そして、支出合計が予算額 9,879,389

円が 10,307,561 円ということになっております。 

続きまして平成 30 年度の決算です。収入繰越金です。決算額は 4,906,463 円となっており

ます。2 番の経常収入です。決算額 2,420,500 円、ここはですね、入会金等でございますの

で、少しですね、見込みと違ってくると増減が発生してまいります。収入 3 番臨時収入です。

決算額 78,768 円です。収入合計ですが予算額 7,339,045 円、決算額 7,405,731 円となって

おります。 

続きまして支出です。事務局費です。決算額 1,788,975 円となっております。2 番の事業費

です。決算額 780,044 円ということです。ここはですね、4 番目通信費につきまして 546,674

円とマイナスになっておりますが、事務局に今いらっしゃいます肘井さんが事務局長ですが、

WEB サイトの構築が可能ということで外部委託をせずに済んだということでお金がかかっ

ていないという状況になっております。続きまして 2 番の（6）寄付金です。寄付金ですが

29 年度の方に収入がございまして、お金がまとまった所で 30 年度に支出ということで 30

年度に払っております。続きまして 3 番の予備費です。500,000 円と予算額でしたが決算 0

ということです。これにつきましては、同窓会館等ですね、特別会計の方でお金を準備して

ありますお金を同窓会館に充てたり学生会館に充てるとかそういったものを具体化するた

めの事務費として一応想定しておりましたが、これが必要なかったということでございます。

4 番繰越金です。決算額 4,836,712 円となっております。支出合計は予算額 7,339,045 円、

決算額 7,405,731 円となっております。続いてですね、裏面をお願いします。福岡県立大学

同窓会は一般会計と特別会計がございます。ここもですね、ご存じの方はわかるんですが、

なかなかわかりにくい点がございましたので、今回少しだけ説明をさせていただきます。 

特別会計を設けまして、一番上にあるように県立大学同窓会特別会計と人間社会学部同窓会、

社会保育短期大学同窓会の分とそして看護学部同窓会の分の 3 本立てになっております。

下の方に括弧書きで書いておりますが、まず県立大同窓会が出来た時に、この時に短大から

移行するというような場面もございましたので、その部分をですね、元々学生会館とか同窓

会館とかに充てるためということで引き継ぎましたので、これは計画が具体化するまでは、

特別会計として触れずにおこうということで、別に会計を設けております。その分が社会保
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育短期大学の分として 17,717,921 円。そして、県立大学の分で積み立て等多くなって、お

いておくことにしたんですが、一番下の看護学部同窓会の特別会計がございますが、一緒に

なった時に、いろいろ事務手続き上、難しいことも生じたりしたこともございます。それで

ですね、しばらく県立大学の予算として一般会計から特別会計への貯蓄と言いましょうか、

繰入金といったものを設ける事にしていたのですが、それがしばらく出来ずにいたという状

況もございますが、現在ですね、県立大学同窓会で 650 万円ほど、そして社保短の分で 180

万弱、看護の分で 400 万弱のお金があるということになっております。これにつきまして

は、特別に何か使うときに幹事会や総会にはかりまして決めていくことと考えておりますの

で、ご意見とかお有りでしたらよろしくお願いいたしたいというところでございます。以上

でちょっと長くなりましたが、報告については以上です。 

 

【議長】 

ありがとうございます。続きまして、議題③平成 29 年度及び 30 年度監査報告を会計監査

の石本さんよりお願いします。 

 

【石本会計監査】 

会計監査をしております県立大学 2 期生の石本です。会計監査につきまして、平成 29 年度

と平成 30 年度について、2019 年（令和元年）の 5 月 15 日、県立大学におきまして、関係

資料及び関係帳簿を見て確認したところ相違がありませんでしたので報告します。 

 

【議長】 

ありがとうございました。 

それでは今から質疑応答に入りたいと思います。 

議題の①②③ついて、事前に参加票に議題に対する質問や意見をお願いしておりましたが、

一つ質問と意見がきていますので、それを読ませていただきます。それに関することでもよ

ろしいですし、他に関することでも構いませんので、質問の方、よろしくお願いします。 

総会資料に対する質問については、次のとおりです。 

平成 29 年度総会にて特別会計について議論しました。その時に同窓会館について拍手が挙

がったと思います。わたしはこれを覆すのは難しいなと思っていましたが、先日の幹事会で

発言を聞いてどうなっているのかなと思っています。役員の思惑のみで方向が決まるのか、

少なくとも現状、方向性が決まっていないのでそれまでの、いきさつを会員に伝えるべきで

はないでしょうかとのご意見を頂いています。それについては後から野口会長から説明をお

願いしたいと思います。 

他に何かご質問はありませんでしょうか。 
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（会場から質問はなし） 

それでは野口会長より説明をお願いします。 

 

【野口会長】 

事前に質問していただきましてありがとうございます。 

前回の総会の時に、同窓会館をどうするかということでご意見が、多分この中で総会に参加

された方の中ではご存じかと思いますけれども、そういうご意見が確かに上がりました。そ

れで、事務局の方で、いま皆様のお手元にアンケート調査報告というのを入れていると思う

んですけれども、この平成 30 年の 1 月に全国の公立大学の中から 37 大学同窓会に、会費

や同窓会館などについてのアンケート調査を行いました。具体的な結果というのは見て頂い

たらよろしいかと思いますが、現段階において、この調査の結果からすぐに同窓会館を建設

するのは厳しいのかなと事務局の方では考えました。例えば、特別会計を全額建設費に充て

たとしても、後の維持管理費から、減っているこれからの会費で補っていかなければならな

いので、どうしても難しいということで、この結果を踏まえて幹事会に提案をいたしました。 

幹事会の方から、もし同窓会館の調査と建てたほうがいいというふうになれば、あり方検討

会等を立ち上げて、それに臨むことになるけれども、その中でもまだ検討は必要ということ

になりましたので、同窓会館を建設するという方向では動いていないということが実情です。 

今後、会費の納入状況であるとか維持管理費をどれくらいにしていくのかということを検討

しながら、是非とも同窓会館が必要となれば、建設ということになるかと思いますが、現段

階においてはまだ幹事会においてもゴーサインがでなかったので、まだ事務局としては動い

ていないというのが実情です。ただ、私は同窓会の会長として県立大学の経営会議に参加し

ております。その中で、どのような方向なのかということは時々議題にあげさせていただい

ていますし、また大学の方で何か建設というようなことがあれば、例えばその中に同窓会館

の一室を認めて頂くとか、そのような提案をしていこうとは思いますが、まだ総意として皆

さんから直ぐに建てて欲しいとはなっていないと今のところ考えています。 

 

【議長】 

ありがとうございます。 

ほかに何か同窓会館についてご意見がございましたら。 

（意見なし） 

続いては議題①、②、③、平成 29 年度 30 年度事業報告、決算報告そして監査報告ついて拍

手で承認したいと思います。 

（拍手） 

ありがとうございます。 
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拍手多数により議題①、②、③は承認されました。 

続きまして議題④役員承認に移ります。事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

会長に野口久美子さん。福岡県立看護専門学校保健婦助産婦科 2 期 

副会長に杉本真佐子さん。福岡県立保母養成所 15 期 

副会長に村島京子さん。福岡県社会保育短期大学保育科 11 期 

副会長に郡谷忠士さん。福岡県立大学社会福祉学科 1 期 

を候補として推薦いたします。 

 

【議長】 

議題の役員の承認についてです。 

本会会則第 7 条に基づき本年 6 月 16 日に開催されました幹事会において、現役員の引き続

きの推薦がありましたので、本総会での承認をお願いしたいと思います。承認することに異

議はありませんか？ 

（拍手） 

 

【議長】 

議題⑤に移ります。 

令和元年度、令和 2 年度同窓会事業計画（案）の審議に入りたいと思います。 

村島副会長、説明をお願いします。 

 

【村島副会長】 

(事前配布の議題⑤について説明) 資料参照 

 

【議長】 

続きまして、議題⑥令和元年度及び令和 2 年度予算案審議に移ります。郡谷副会長、説明を

お願いします。 

 

【郡谷副会長】 

(事前配布の議題⑥について説明) 資料参照 

先ず、令和元年度の予算案です。 

収入の部です。繰越金として、4,836,712 円となっております。2 番目の経常収入です。 

４,705,000 円、臨時収入 686,937 円です。収入合計として 10,228,649 円です。平成 29 年度
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と比べまして大きくなっていますが、これは繰越金が増えているということです。 

支出ですが、事務局費 2,122,376 円です。続いて事業費ですが 3,179,354 円です。これにつ

きましては、29 年度予算と少し違いますが、（3）の印刷消耗費ですが、これは印刷費自体

が少し上がっているということです。事業費の中の（6）寄付金ですが、これにつきまして

は 20,000 円ということで大学祭に寄付していますが、50,000 円に上げることがいいのでは

と検討しまして計上しました。 

3 番目の予備費です。800,000 円としております。これは平成 29 年度では 0 円でしたが、

先に説明しました特別会計に 500,000 円を定期的に積み立てるということにしております。 

繰越金は 4,126,919 円となっております。 

支出合計が 10,228,649 円です。 

次に令和 2 年度予算案です。 

収入の繰越金が 4,126,919 円です。経常収入、2,597,200 円、臨時収入、88,631 円、合計が

6,812,800 円です。 

支出です。事務局費、1,903,384 円、事業費、870,645 円。ここも大きく違うところがあり

ます。先ず通信費ですが、WEB サイト関連で前年度は大きくみていたのですが、これが少

なくて済むようになったからです。寄付金については、前年度 20,000 円を 50,000 円にして

おります。予備費は 800,000 円としております。これも 500,000 円を特別会計に繰り出す予

算です。4 番目の繰越金は 3,238,771 円です。支出合計として、6,812,800 円です。 

裏面をお願いします。特別会計です。福岡県立大学同窓会特別会計のところですが、収入の

繰入金が 1,00,000 円ということになりまして、29 年度、30 年度予算額が 0 円であります

が、収入の部が増えてきているところです。予算額の合計が 7,529,570 円となっています。

人間社会学部同窓会特別会計、看護学部同窓会特別会計につきましては、利息分が収入とし

てあがっています。 

予算案については以上です。 

 

【議長】 

事業計画と予算案について説明がありました。これについてのご質問がありましたらよろし

くお願いします。 

事前に質問があがっていますので、読ませていただきます。 

「題⑤について、事業計画についてです。同窓会館の建設のことについて、事業計画にもあ

げるべきと考える。いつの間にか同窓会室の隣室を借りていたというということがないよう

に願いたい」というご意見です。 

そのほかに何か、事業計画と予算案について何かご意見はございませんか。 
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【会場から質問】 

（福岡県立専門学校 8 回生） 

予算案についてですが、元年度と 2 年度を比べて事業費の人件費の変動が大きいのは何か

理由がありますか。 

 

【議長】 

それでは最初に、事前の質問に回答し、そのあと、事業費の人件費について事務局から答え

てもらいます。 

 

【会長】 

事前の質問ありがとうございました。 

いつの間にか同窓会館が役員会だけの話で決まるのではないかとのご心配をしていただい

ていると思いますが、決してそのようなことは致しません。できないと思います。先ず、同

窓会館をどうするのかということは、幹事会で議論して、最高の決定機関は総会であります

ので、総会で承認されて、それから動くということになります。役員会だけで動くというよ

うなことは決してありません。 

ただ、特別会計がこれだけ出てきておりますので、それを使って会館を建てるということも

一つの皆さま方の強い思いもあったのですけれども、大学の敷地内に建てるのか、それとも

別のところにするのかとか、様々な要件が出てきます。その特別会計というのも建てるだけ

で手一杯の金額になってしまいますので、そうなってくると維持管理から何からどのように

していかなければならいかという問題があります。会費が右肩上がりに上がっていけばその

ような心配はないのですけれども、この予算の状況を見て頂いたらお分かりと思いますが、

増えている状況にないので、事務局と役員の方で慎重に考えていかなければけないというこ

とが現状です。この中でどうしても会館を建てたほうがいいというご意見があれば、検討委

員会等を立ち上げて、その中で検討し、総会で皆様に諮っていきたいと考えています。役員

会だけでどうこうするということではないということを説明します。 

 

【議長】 

同窓会室の拡張ということはあるのでしょうか。 

 

【会長】 

現在の同窓会室の現状を見られた方はいらっしゃいますでしょうか。 

事務局は卒業生 3 名が対応していているのですが、学生が来たりすると結構いっぱいいっ

ぱいという現状なので、今の現状で現実的な方法としては、事務局の隣に非常勤講師控室が
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あるので、もし皆様方の合意があれば、そこを借りられるということが可能かどうかという

ことは分かりませんが、幹事会の中で話しましたが、その方向で行きましょういう事にはな

らなかったので、まだ時期尚早ということで話しは進めてはいません。もしそうなれば、そ

の部屋の借りる料金というのは大学側と話し合って決めるということになると思います。 

 

【議長】 

事業費の人件費について事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

事業費の人件費ですが、WEB サイトを更新するのに外部委託をしてはとの考えもあって、

委託料で計上することもありましたが、平成 29 年度と 30 年度は人件費で計上していたも

のです。実際には WEB サイトの更新は事務局で行えますので令和元年度と 2 年度は予算額

が減っています。 

 

【会長】 

皆さんの中で同窓会のホームページをご覧になっていますでしょうか。今までは紙ベースで

の配布しかなかったのですが、ホームページも充実してきております。ツイッターと Line

も発信しています。 

 

【議長】 

ほかに質問はございませんでしょうか。 

なければ、拍手で承認をお願いします。 

（拍手） 

 

【議長】 

拍手多数ですので、議題⑤の令和元年度及び令和 2 年度事業計画及び議題⑥の令和元年度

及び令和 2 年度予算案は承認されました。 

それでは、本日の議題 6 項目の審議が皆様のご協力により無事終わりました。審議尽くせな

いことがあったと思いますが、これからも同窓会活動にみなさんのご協力お願いいたします。

ありがとうございました。 

 

【総会終了】 


