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【資料】 ５～７ 頁 

 

第 3 号議案  平成 28 年度 事業計画（案）について 

【資料】  ８  頁 

 

第 4 号議案  平成 28 年度 活動予算（案）について 

【資料】  ９  頁 

 

第 5 号議案  平成 28 年度 本部役員の選出について 
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  佐々木 一男会長のご逝去を悼む  

 

  大東文化大学青桐会会長 佐々木一男氏（第 35 代・平成 26～27 年度） 

 は、平成 28 年 4 月２日に享年 55 歳で病に倒れ、急逝されました。 

佐々木一男氏は、青桐会埼玉県支部の推薦により、平成 25 年度から青桐会

本部役員として常任理事 1 期、会長 2 期を歴任され、青桐会の運営発展に尽

力されました。平成 28 年度には青桐会創設 55 周年記念事業を予定し、会長

退任後も相談役として引き続きご尽力をいただく予定でした。 

佐々木一男会長のご尽力に感謝し、心よりご冥福をお祈りいたします。 

 

大東文化大学青桐会本部役員一同 

pc-123
取り消し線



［第 1 号議案］ 

平成２７年度 事業報告 
 
Ⅰ 平成２７年度事業報告・活動のまとめ 
 
 平成２７年度事業計画では、①大学と相互協力により学生生活や活動への援助・応援、②支部活動の充実と  

本部との緊密な連携、③組織財政の見直しを３つの柱として取り組みました。 
 
（１） 大学と相互協力により学生生活や活動への援助・応援 
 
会員からの意見要望を取りまとめ、本部と大学教職員との意見交換会を開催（11 月）しました。学生の就

職活動への支援・教務関連・学生生活関連・施設設備等の改善について大学側に要望しました。 
キャリアセンターとの連携を強化し、支部主催の就職懇談会の開催と併せて全国就職懇談会を開催（11 月）

し、就職に関わる情報交換を積極的に行いました。就職支援強化策として、会員や OB が勤務する会社等か

らの求人票受付が随時できるようにホームページ上に、企業の方へのコーナーを設けました。 
学生に対する助成や大学選手権等の応援・助成では、本部役員会において規程に基づき審議し、助成内容

等を決定しました。また、新入生歓迎会、六月祭・大東祭等への助成も実施しました。 
大東文化大学新聞の発行に協力するとともに、学生のスポーツ寮の視察（1 月）を行い、調査結果に基づ

いて必要な設備・備品等の助成を行いました。その他大学施設については、東松山校舎にある宿泊施設 M
ロッジの視察（2 月）を行いました。 

 
（２） 支部活動の充実と本部との緊密な連携 
 

本部役員会は、年間 18 回開催し、支部長会は年 2 回（5 月・11 月）開催しました。会員相互のコミュニ

ケーションの充実を図るため、会報『ARCH』86 号（12 月）を発行するとともに、学生の課外活動や応援

等に関する情報を積極的にホームページに掲載しました。 
また、青桐会ホームページを全面更新して、スマートフォンに対応できるようにするとともに、メールマ

ガジンを設けて会員向け情報を発信しています。 
大学教職員と協力し青桐会学生生活の手引きを作成するとともに、支部総会の推進と個人面談・就職懇談

会の充実を図りました。また、本部主催の全国就職懇談会報告を作成し、全会員に配布して就職活動の支援

強化を図りました。地域ブロック別にブロック会議を年 2 回（9 月・2 月）開催、支部間の連携を強化し、

ブロック単位の各支部と本部が連携して駅伝や大学選手権等の応援を行いました。また、全国校舎見学会の

日（6 月東松山校舎、11 月板橋校舎）を 2 回実施しました。 
 
（３） 組織財政の見直し 
 

大東文化大学の入学者数の減少に伴い、一部の支部では会員数の減少により、支部長・支部役員の選出が

できないため、支部運営の継続が困難な状況になっています。該当する支部があるブロックを対象にブロッ

ク会議の議題として支部や会計の見直しについて検討を開始しました。 

また、総務・組織財政分科会を 15 回開催し、本部事務に関する課題では、青桐会事務局体制の検討、財

産目録にある支部預り金制度の創設を提案しました。組織財政の見直しに関する課題では、支部会計の適正

化のため、年間 2 回の執行状況調査の実施と青桐会細則の改正案に伴う就職懇談会の助成の審査等を行うと

ともに、各支部の役員の任期や会計年度等を統一するための改定が実施されているどうか、各支部の支部会

則の改正状況について再調査し、改定未実施の支部について改定の実施を当該支部に要請しました。 

監事は、独立した立場から監査を行うために「青桐会監事監査規程」を内規として制定し、事業及び会計

事務を監査しました。また、監事の監査について相互の連絡、協議、意見調整のために監事会を設置しまし

た。 
なお、本年度途中で監事 1 名が辞任により退任され、監事 2 名で監査を実施しました。 
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［第 2 号議案］ 

－ 5 －
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　平成27年度よりNPO法人会計基準を参考にして財務諸表等を作成することとしました。

１．重要な会計方針
　　財務諸表等（活動計算書、貸借対照表及び財産目録）の作成は、当事業年度よりNPO法人
　会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）を参照しています。同基準では、収支
　計算書ではなく、活動計算書を作成することとしています。

２．固定資産の増減の内訳
　　特定の目的に使用するために保有している資産を特定資産といいます。特定資産は、固定
　資産の部において当該資産の保有目的を示す独立の科目で表示することとしました。
　固定資産として保有している特定資産の内訳は以下の通りです。

内容 前期繰越額 当期増加額 当期減少額 次期繰越額

合計 18,059,094   1,003,334   -         19,062,428   

３．その他
（１）当事業年度よりNPO法人会計基準を参考にし、発生主義に基づいて財務諸表等を作成する

　こととしました。前事業年度までは現金主義に基づいて計算書類（収支計算書、貸借対照
　表、財産目録）を作成していましたが、影響額はありません。

（２）従来公表していました収支計算書に代えて活動計算書を公表することにしましたので、
　ご注意願います。NPO法人会計基準では、経常費用の部で２つの項目「事業費」「管理費」
　に区分し、さらに、それぞれ「人件費」と「その他経費」に区分するとされていますが、
　前事業年度との比較を容易にするため、「事業費」と「管理費」の区分はせずに、科目名
　は収支計算書で使用したものを引き継いで使用しています。

　私たち監事は、大東文化大学青桐会会則第９条第４号の規定にもとづいて、平成27年度
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の大東文化大学青桐会の事業及び会計事務に
ついて監査を実施いたしました。
　監査の方法は、本部役員会その他の重要な会議に出席し、業務執行及び財産の状況に関す
る報告を受けるとともに、会計帳簿、伝票類等の証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な
保証を得るための手続きを行いました。
　監査の結果、大東文化大学青桐会の業務の執行に関しては、法令及び会則に違反する重大
な事実はなく、平成27年度事業報告及び決算報告は、すべての重要な点において適正に表示
されているものと認められます。
　尚、小谷野純子監事は、平成27年9月30日付で監事を辞任されましたので、期中及び期末
の監査は、後藤里美、櫻井妙子の監事２名で実施いたしました。

監事　櫻井　妙子　㊞

監　査　報　告　書

平成28年4月9日
　　大東文化大学青桐会

監事　後藤　里美　㊞

備　考

財務諸表の注記

昭和48年の大東文化大学50周年記
念事業に際して当時の会員より徴
収した寄付金の残額を特別会計と
して保持・運用してきたもので
す。

特別事業
運営資金

14,390,188   2,694       -         14,392,882   

周年記念
事業積立
金

3,668,906    1,000,640   -         4,669,546    
青桐会の周年記念事業（５年ご
と）に必要な資金を毎年度一定額
積立金としています。
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［第 3 号議案］ 
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［第 4 号議案］ 
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平成２８年度 本部役員の選出について 
 
 Ⅰ  平成２８年度 青桐会本部役員候補者 

役職名 氏 名 支部名 学年 備 考 
会 長 原田 俊恵 東京都支部 ４年 会長代行 
副会長 後藤 里美 群馬県支部 ４年 現・監事 
副会長 北島 郁夫 東京都支部 ３年 現・会計 
副会長 佐藤 正弘 埼玉県支部 ３年 現・常任理事 
常任理事 坂井 竹男 埼玉県支部 ４年 現・常任理事 
常任理事 栗原 力男 茨城県支部 ３年 現・常任理事 
常任理事 高橋 知子 東京都支部 ２年 新任 
常任理事 麦倉 聡子 埼玉県支部 ２年 新任 
会 計 北島 佐知子 茨城県支部 ２年 新任 
会 計 宮本 貴代子 埼玉県支部 ２年 新任 
監 事 櫻井 妙子 群馬県支部 ４年 現・監事 
監 事 森 浩史 東京都支部 ３年 現・副会長 
監 事 松島 美加子 栃木県支部 ３年 新任 

 
Ⅱ 平成２８年度 青桐会顧問 

役職名 氏 名 支部名 備考 
顧 問 渡辺 重己 埼玉県支部 現・相談役（平成２５年度会長） 

 
青桐会会則第 7 条の規定にもとづき、平成２８年度本部役員候補者１３名（会

長１名、副会長３名、常任理事４名、会計２名、監事３名）について、上記の

とおり推薦いたします。また、同第１０条の規定にもとづき、平成２８年度顧

問について、上記のとおり推薦いたします。 
 

大東文化大学青桐会 平成２７年度本部役員会 
    会長代行 原田俊恵 
    副会長  森 浩史、伊佐見節子 
    常任理事 松本義治、坂井竹男、栗原力男、佐藤正弘 
    会 計  田中明美、北島郁夫 
    監 事  後藤里美、櫻井妙子 
    （顧 問 松浦 亨、相談役 渡辺重己） 
   ※会長 佐々木一男氏は平成 28 年 4 月 2 日に逝去退任いたしました。 

［第 5 号議案］ 
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  大東文化大学  青桐会会則 

 
第１章 総   則 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は大東文化大学青桐会と称し事務局を東京都

板橋区徳丸２－４－２１大東文化会館内におく。 

（目的） 

第２条 本会は大東文化大学学生の父母またはこれに代わ

る者(以下「父母等」とする)との相互の連絡を緊密にし、

大学との相互協力により学生が心身ともに健全で意義あ

る学生生活をおくり、その将来に希望と幸福とをもたら

すことを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は前条に規定する目的を達成するため次の事

業を行なう。 

 (１)学生の生活環境の相談援助 

(２)学生の国際交流活動に対する援助 

 (３)学生の文化、体育等各部に対する助成及び応援 

 (４)各支部活動の推進と学生県人会の育成 

 (５)大学の諸事業及び学生諸施設などに関する協力援助 

 (６)その他本会の目的達成に必要なる事業 

 

第２章 組織及び会費 

(会員） 

第４条 本会の会員は正会員と名誉会員の二種とする。 

 (１)正会員は大東文化大学学生の父母等とする。 

 (２)名誉会員は本会の設立、発展に特に功績のあった者

で、支部長会の推薦により総会で決定する。 

（会費） 

第５条 正会員は年額 8,700円の会費を毎年年度始めに納

入するものとする。成約の会費は返還しない。 

 

第３章 役員・職員及び名誉会長 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。ただし、１号から５号ま

での役員を本部役員とする。 

 (１)会長       １名 

 (２)副会長      ３名 

 (３)常任理事     ４名 

 (４)会計       ２名 

                          

 

 

 

 

 (５)監事       ３名 

 (６)支部長     ４７名 

第７条 本会の役員の選出は次の通りとし兼務することは

できない。 

(１)本部役員は本部役員会において推薦し、支部長会の 

承認を経て総会において決定する。 

(２)支部長は当該支部在籍会員の中から選出する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間と

する。 

３ 役員は任期満了の場合においても後任者の就任するま

で代行者として、その職務を行なわなければならない。 

（役員の職務） 

第９条 本会の役員は、次の職務を行なう。 

(１)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

 (２)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職

務を代行する。 

 (３)常任理事は、本会の会務を執行する。 

 (４)会計は、本会の出納を掌理する。 

 (５)監事は、本会の事業及び会計事務を監査する。 

 (６)支部長は、支部長会を構成し、会務を審議執行する。

支部にあっては当該支部を代表し、支部会務を統轄

する。 

（名誉会長・顧問・相談役） 

第１０条 本会に、名誉会長・顧問・相談役をおくことが

できる。 

 (１)名誉会長は、大東文化大学学長とし、顧問及び相談

役は、学識経験あるもの又は本会に功労ある者の中

から本部役員会が推薦し支部長会の承認を経て総会

において決定する。 

 (２)名誉会長・顧問・相談役は会長の諮問に応じ、支部

長会、本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

（職員） 

第１１条 本会に職員若干名をおくことができる。本会の

職員は本部役員会にはかり会長がこれを任命する。 
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第４章 会  議 

（会議） 

第１２条 本会の会議は、次の通りとし、会長が召集する。 

 (１)総会（定期総会・臨時総会） 

 (２)支部長会 

 (３)本部役員会 

   その他会長が必要と認めた委員会を設置することが

できる。 

 

（定期総会） 

第１３条 総会は最高議決機関で毎年５月に定期総会を開

催し、次の事項について議決する。 

 (１)年度収支決算及び事業報告 

 (２)年度収支予算及び事業計画 

 (３)役員の決定 

 (４)その他、会長が特に必要と認めた事項 

２ 総会は会員を以って構成し、構成員の３分の１（委任

状を含む）以上を以って成立する。 

３ 総会の議長は出席会員の中から選出する。 

４ 議案はこの会則で別に定めるもののほか、出席者の過

半数を以って決する。ただし、可否同数のときは議長が、

これを決する。 

５ 票決権は出席者各１票とする。 

６ 会議に出席できないものは委任状を提出するものとす

る。 

（臨時総会） 

第１４条 会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集す

る。 

２ 会長は支部長の３分の２、又は会員の５分の１以上よ

り会議に付議すべき事項を示して請求があった場合速や

かに臨時総会を開かなければならない。 

（支部長会） 

第１５条 支部長会は総会に次ぐ議決機関であって、毎年

５月・１０月または１１月に定期支部長会を開催する。 

２ 支部長会は次の事項を審議する。 

 (１)予算及び決算 

 (２)事業の実施計画 

 (３)役員の承認 

 (４)会則の改正 

 (５)その他、会長が特に必要と認めた事項 

                         

 

 

３ 支部長会は次の事項を審議決定する。 

 (１)予算の補正 

 (２)諸規則の制定改廃 

 (３)補充役員の選出 

４ 支部長会は構成員の過半数を以って成立し、議案は出

席者の過半数を以って決する。 

５ 会議に出席できないものは、代理人１名を立てるか、

委任状を提出するものとする。ただし、代理人は当該支

部の役員とする。 

６ 支部長会の議長は出席支部長の中から選出する。 

７ 会長は支部長の３分の２以上より本会の運営に関して

会議に付議すべき事項を示して請求があった場合は、す

みやかに支部長会を開かなければならない。 

（本部役員会） 

第１６条 会長・副会長・常任理事・会計を以って本部役

員会を構成する。 

 (１)本部役員会は必要に応じて会長が招集し会務を執行

する。 

 (２)本部役員会は支部長会・総会の議案を提案する。 

 (３)本部役員会は本部役員を推薦する。 

(４)本部役員会は構成員の過半数を以って成立し、議案

は出席者の過半数を以って決する。 

(５)監事は本部役員会に出席して意見を述べることがで

きる。 

 

第５章 資産及び会計 

第１７条 本会の資産は次の各項をもって構成し、会長が

管理する。 

 (１)会費 

 (２)事業、資産から生ずるその他の収入 

 (３)補助金、寄付金品その他の収入 

２ 資産の中、現金は預貯金或いは国公債として保管する

ものとする。 

第１８条 本会の経費は前条各項の資産を持って支弁する。 

第１９条 本会の決算は年度終了後１ヶ月以内に監事の監

査を受け、総会の承認をえなければならない。 

第２０条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年

３月３１日に終わる。 
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第６章 支  部 

第２１条 本会は、都道府県ごとに支部をおく。支部会則

は、青桐会会則に準じて支部ごとに定める。 

２ 本会は、当該地域の複数の支部により構成する地域ブ

ロックをおく。なお、地域ブロックの設置及び運営等に

ついては、支部長会の議決を経て別に定める。 

３ 会員数１０名未満の支部は、当該支部が所属する同一 

 ブロック内の近隣の支部と統合することができる。 

 

第７章 会則の変更と解散 

第２２条 本会則の変更は総会の議決によらなければなら

ない。 

第２３条 本会は会員の４分の３以上の同意を得なければ

解散することはできない。 

２ 前項に規定する解散のときに存する残余財産は、総会

の議決を経て大東文化大学に寄付するものとする。 

 

 

第８章 附  則 

第２４条 本会則について必要な細則は、支部長会の議決

を経て別に定める。 

２ 本会の事務局を運営するために必要な内規は、本部役

員会の議決を経て別に定める。 

第２５条 本会則は昭和３６年 ９月２２日から施行する。 

本会則は昭和４３年 ４月１０日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４４年１０月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４６年１０月３１日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４８年１１月 ４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和４９年 ４月 １日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５６年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は昭和５８年 ５月２９日改正、同日施行する。 

本会則は昭和６１年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成 元年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１０年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は平成１２年 ５月２１日改正、同日施行する。

本会則は平成１４年 ５月２６日改正、同日施行する。 

(ただし会費に関する規定は平成１５年度以降の入学

生の父母等に適用するものとする。) 

本会則は平成１５年 ５月２５日改正、同日施行する。 

本会則は平成１６年 ５月３０日改正、同日施行する。 

                                                   

 

本会則は平成１８年 ５月２８日改正、同日施行する。 

本会則は平成１９年 ５月２７日改正、同日施行する。 

本会則は平成２１年 ５月２４日改正、同日施行する。 

本会則は平成２２年 ５月２３日改正、同日施行する。 

本会則は平成２６年 ５月２５日改正、同日施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

青桐会の地域ブロック 

（１）北海道・東北ブロック（７支部） 

   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県 

   山形県、福島県 

（２）関東ブロック（８支部） 

   茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 

   東京都、神奈川県、山梨県 

（３）北信越ブロック（５支部） 

   福井県、石川県、富山県、長野県、新潟県 

（４）東海ブロック（４支部） 

   岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 

（５）近畿ブロック（６支部） 

   滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 

   和歌山県 

（６）中国ブロック（５支部） 

   鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

（７）四国ブロック（４支部） 

   徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

（８）九州・沖縄ブロック 

   福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 

   宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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