
6 A004015 平成30年度　事業報告書
第3号議案 （平成30年4月1日～平成31年3月31日)

公益財団法人深井奨学財団

Ⅰ 事業の状況 2019年4月17日理事会

１　奨学金の給付（定款第4条第1号）

　　都立高等学校生徒に対し、戸山高校生30名(うち1名は10月補充）、他の都立高校生

　　2校  5名で計35名に奨学金合計414万円を支給した。　（一人当り月1万円年額12万円）

　　　戸山高校以外の他の都立高の内訳は、　都立新宿高校生2名、都立青山高校生3名

　　の計5名でした。

　　　深井奨学生卒業で給付対象の19名に対し、平成31年3月末までに11名に対し

　　大学入学祝い金を合計264万円を支給した。（一人当り２４万円）

2　都立戸山高等学校の総合的な教育活動に対する助成（定款第4条第2号）

　　　戸山高等学校主催の「豪州サイエンス研修」と「米国サイエンス研修」に参加する

　　生徒10名に対し、研修奨励金50万円を給付した。（一人当たり5万円）

（予算対比)

30年予算(円） 30年実績（円） 差異

奨学金 4,320,000 4,140,000 -180,000 35名

一時金 3,360,000 2,640,000 -720,000 11名 （大学入学祝い金）

教育助成 650,000 500,000 -150,000 10名

事業費計 8,330,000 7,280,000 -1,050,000

Ⅱ 処務の概要

１　役員等に関する事項

評議員（5人以上9人以内）

1 評議員  歌田　勝弘

2 評議員  大山　綱明

3 評議員  多賀　宗紀

4 評議員  大輝　精一

5 評議員  三浦　登

6 評議員  平林　薫

7 評議員  小宮山　宏

8 評議員  布施　洋一

理事（5人以上9人以内）

1 理事長  住田　笛雄

2 常務理事  庄内　正文

3 理事  青木　利晴

4 理事  片山　雅夫

5 理事  近藤　隆彦

6 理事  井上　尚男

7 理事  山崎　茂

8 理事  北江　繁治

9 理事  後藤　公一

監事(２人又は３人)

1 監事  安藤　順一郎

2 監事  原　正喜



２　職員に関する事項

職名等 氏名 常勤・ 担当事務

非常勤

常務理事  庄内　正文 常勤 庶務・事務一般

事務局長

３　役員会等に関する事項

（1）　評議員会

開催年月日 議事事項 　　　　　 　会議の結果

平成30年度　定時評議員会 ①「任期満了に伴う理事の選任」の 　現理事全員が、本定時評議員会終了後に任期

平成30年6月1日 　　表決について 満了につき住田笛雄、庄内正文、青木利晴、

午後5時～ 井上尚男、近藤隆彦、片山雅夫、山崎茂、

後藤公一、北江繁治の理事候補9名を候補者別に

審議し、理事候補各人を出席評議員全員一致で

選任した。また、被選任者は、各人理事就任を

承諾した。

②「任期満了に伴う監事の選任」の 　現監事全員が、本定時評議員会終了後に任期

表決について 満了につき、監事候補原正喜氏と監事候補安藤

順一郎氏を候補者別に審議し、監事候補各人を

出席評議員全員一致で選任した。また、被選任

者は、各人監事就任を承諾した。

③平成29年度事業報告書（案）について 　先の理事会での決定の報告を受け了承した。

④平成29年度収支報告書（案）ついて　　 　慎重審議の上、原案通り出席評議員全員一致で

承認決議した。また、監事より「平成29年度監査

報告」が提示され，出席評議員全員が承認した。

⑤基本財産の一部処分及び一部繰入 　原案通り、基本財産について出席評議員

（案）と定款の別表１の変更案について 全会一致で承認決議した。

⑥「定款の一部変更案」について　 　審議の結果、原案通り出席評議員全員一致

で承認決議した。

⑦平成30年度「理事及び監事並びに 　原案通り出席評議員全会一致で承認決議した。

評議員の報酬及び費用に関する

規程」について

⑧平成30年度資金調達及び設備投資 　原案通り、「見込みなし」で、出席評議員

の見込について 全会一致で承認決議した。

報告事項

①平成30年度事業計画書・収支予算書 　平成30年3月12日開催の理事会にて決議された

の報告 平成30年度事業計画書・収支予算書について

出席評議員全員が了承した。

②「奨学規定の一部改定」と 　平成30年3月12日開催の理事会にて決議された

「印章取扱規程」の報告 「奨学規定の一部改定」と「印章取扱規程」の報告

が行われ、出席評議員全員の了承を得た。

③財務委員会報告 　出席評議員全員が、保有財産各銘柄の保有

　　　：手持ち有価証券について 価額の現状価額を確認し了承した。

④平成29年度奨学生選考委員会 　平成30年度選考委員会は、継続奨学生につい

報告について　　 ては、4月23日に、新規奨学生については5月14

日開催された。



（2）　理事会

開催年月日 議事事項 会議の結果

平成30度 第1回理事会 ①平成29年度事業報告書（案）について 　出席理事全会一致で原案通り決議した

平成30年4月23日午後5時～ ②平成29年度収支報告書（案）と 　原案通り全会一致で承認した

監査報告について　　

③「基本財産の一部処分及び一部繰入 　原案通り、出席理事全員が承認した。

案」並びに「定款の別表１の変更案」に

ついて

④平成30年度「理事及び監事並びに 　出席理事全会一致で原案通り決議した

評議員の報酬及び費用に関する

規程」について

⑤任期満了に伴う理事候補者の推薦 　現理事全員を理事候補者に推薦すること、

と監事候補者の推薦について　　 監事候補者に原正喜氏を推薦することに出席

理事全員が了承した。

⑥「平成30年度定時評議員会」 　平成30年6月1日に開催を決定した。

開催日時について

　報告事項

①「定款の一部変更案」について 　定時評議員会に提案します。

②「奨学規定の一部改定案」と「印章 　定時評議員会に提案します。

取扱規程案」について

③「平成30年度深井奨学生選考会議」 　平成30年5月14日に決定。

について

平成30度 第2回理事会 ①「任期満了に伴う代表理事選任」 　協議の結果、住田笛雄理事を代表理事に出席

平成30年6月1日 理事全員一致で選任した。なお、被選任者は、

午後6時15分～ 席上その就任を承諾した。

②「任期満了に伴う常務理事選任」 　協議の結果、庄内正文理事を常務理事に出席

理事全員一致で選任した。なお、被選任者は、

席上その就任を承諾した。

平成30度 第3回理事会 ①　「平成30年度　中間期事業報告書 　審議の結果、原案を承認することを出席理事

平成30年10月25日 （案）の表決について 全員一致で可決した。

午後5時～ ②　「平成30年度　中間期収支計算書 　審議の結果、原案を承認することを出席理事

（案）」の表決について 全員一致で可決した。

③　「平成30年度通期収支計算見通し 　審議の結果、原案通りを承認することを出席

案」についての表決について 理事全員一致で可決した。

　報告事項

①平成30年度中間期の財務委員会 　投資案件について説明があり、出席理事

報告について 全員が了承した。

②「平成30年度奨学生選考会議」の 　継続生は、戸山3年12名、2年8名、新宿2名、

報告 青山2年の計24名。新規奨学生は、戸山3年1名、

1年9名。青山1年1名の計11名。

平成30年度 第4回理事会 ①　「2019年度事業計画（案）」の 　審議の結果、原案を承認することを出席理事

平成31年3月13日　　 表決について 全員一致で可決した。

午後5時～ ②　「2019年度収支予算書（案）」の 　審議の結果、原案を承認することを出席理事

表決について 全員一致で可決した。

③　「2019年度資金調達及び設備 　庄内常務理事から、「資金調達及び設備投資」

投資の見込みについて」の表決に に関する計画は無いことが報告され、出席理事

ついて 全員が了承し可決した。

　報告事項

①平成30年度事業計画の見込と 　原案通り出席理事全員の了承を得た。

見込収益計算書について

②任期満了に伴う評議員候補 　先ずは、現評議員の去就の意向を伺う

の選定について こととした。



開催年月日 議事事項 会議の結果

③平成３０年度決算理事会の日程に 　2019年４月17日に開催することを決めた。

ついて

④定時評議員会の日程 　2019年5月13日、14日、15日を候補日とする。

⑤深井奨学生第1回選考会議について 　2019年5月の定時評議員会の日を候補日とする。

また、継続奨学生の選考は、4月17日に行う。

４　寄附金等に関する事項

（1）　奨学基金ご寄附

平成31年3月31日現在

平成30年4月1日～平成31年3月31日

　　寄附の目的 　　　　　寄附者 寄附金額

深井奨学財団奨学基金 10万円以上 １４名 4,855,000

10万円未満

3千円以上 １６５名 2,040,000

3千円未満 ８６名 120,000

総計 ２６５名 7,015,000

（2）　戸山教育助成ご寄附

平成31年3月31日現在

平成30年4月1日～平成31年3月31日

　　寄附の目的 　　　　　寄附者 寄附金額

深井奨学財団 1万円以上 １０名 280,000

　戸山教育助成ご寄附

1万円未満 ５２名 94,000

総計 ６２名 374,000

以上


