
一般財津法主､驚言草三寮窄高等学校額縁会

平成27年蜜　第2Lg3評議員会　議事録

E3　時:平成28年3月22巨日東,I,　　　　午後7時15分′-午後,3時C3i〇分

場　所:東京都新宿区内蒔町1ま番i　　　東京都立新宿高等学校　保護者軽塞

出席者:評議員総数10名(定足数6名;2

用　出席者　評議員　7名　鈴木仁志､卯F敵軍泰治私佐藤由紀菜､寺村仁敷

小峰和則ー　重臣　衷樹

理事i名　　代表理事　垂水両石

(2)同席者　事務局l名　　吉村　悟

[射　議　案

雄平成28年度事業計画(平成2S牢4月i E3から平成2(j蟹3月31ヨまでう

(tj)平成28年度予算(平成28年4月i銅沌平成29年3月3用まで)

(3)定款の変更

[5]審議経過及び審議結果

侶　出席評議員の互選により鈴木,f=志が議長とな!,I;A､評議員会の開会を宣言する｡

畑　議案行きを別紙により経象事務局吉村からの説明後､満場一致で承瓢

基本財産の内,I)定期預金取り崩しの件についても冨款は桑津に基づき承駄

また､理事会において､工事発注段階では見積rlj合わせを行うべきとの指摘があった

こと､老朽化遅行に備えて体制づくりが必要との認識を共有した､との報告があった.｡

=,'3)議案(2,1L'を別紙により擾象事務局吉村からの説明後､満場-敦で承熟

{4)素案潮を別紙によ空欄象事務局吉村からの説明後､満場--敦で承艶

午後7時15軌議長が閉会を宣言 以上
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乱し畳逼塞｣空盈星旦室盛運選盈塵

館山寮の改鰭
･年々温暖化する館山二億境悪化二細心する:=iI,厨房及び食堂を改修L/I.よ捌央連な生活空間

を接浜するー

せ異体FljT二は規FI,j滴房を全面耗去∴烹年号かさ工誉して通気J:,改善を出る｡また厨房しっ床

-                I                     -  -    ､ -  -  ､一

製氷機などを新境に購入工清潔で効率貯ま働き-73すい厨房を創生する｡

-l食堂;=つtても照明灯をL藍iT揉l･ノご塩茸を下甘藍などt太工数が利帝工でも過ごしやすLt璃

堂に帝設計する二

e改鰭工事は平成2 8年4弓か三石弄亡務店によこ登竜畠∴　摘,/=…ま完1㌦て今生IJ｡臨海教室

･jTj開催に間に合わせるc

Q補修{J)ため,I)費碍概算は望,15浜7L万円と予想C

-　建築工事

-　電気設備工事

-　機械設備工事

一　工事管理費

-　一一一般管理費

--一　皿洗簸.製氷壕など

-　予備費

工131万円

167万円

491万円

i舶方円

135万円

:303万円

ユ29万円

ま資金ぼ下記の通三つ手当てするC

--　基泰財を.Jつ内の定期預金を敢崩し　圭750万円

∴･ -_::/　　　　　　　　　　　　　`　　　:　･  ･　_ ;､.  .-

その他の活動
･前年同様､各校の図書購入支援として3 0万円を贈呈する｡

yまたバラ会の活動を支援するため､前年と同じく5万円の支出を行う｡

･地元とも話をL,､水上察しTl,跡搬差有効利確方法を検討する｡



第2号議案　平成28年度予算

1.当期経常増減額

･朝陽同窓会から寄付を750万円受けるため､前年度実績見込に対比して今年度予算は約860

万円の収支良化となる｡

前年度実績見込　r　　当年度予算　　喜　　　　差異

当期経常増減額 -5.329.981　　　　　　3.207.000 8,536,981

2.経常収益

･賛助会員受取会費は平成2 7年度実績の10%増加を見込んだo

･寮使用料収入は昨年なかった宇都宮大学の利用が見込まれる｡

･館山寮厨房食堂の改修に関し､朝陽同窓会から100周年記念事業募金から750万円の寄付を

受ける｡

妻項目 琶���7溢���ﾊ俛�*ﾉ9iD�7疫ﾈ蠅�差異 

≡賛助会員受取会費 ��ｳ2ﾃ#コﾃ����32ﾃCS�ﾃ����f165,000 

…寮使用料 唐ﾃピ"ﾃ3��*ﾃ津c��ﾃ����737,700 

i寄付金 ��b�#cRﾃ���途ﾃsS�ﾃ����7,485,000 

3.経常費用

･厨房の全面改修を行い資産に計上したため､減価償却費が増加した｡厨房の改修工事費は耐

用年数15年､厨房用品は耐用年数5年とした｡

･今年は船外機の購入をしないため､消耗什器備品費が減少したo

｡今年はバナナボートの購入を行わないため､消耗品費が減少したo

･今年は回転釜等のの修理を行わないため､修繕費が減少した｡

｡食中毒に備えた賠償保険を新たに契約するため､支払保険料は増加したC

｡今年はペンキ塗りをしないため､委託費が減少した｡

差異

172,761

153,200

-192,675

767,036

保険料

ー737,036

373,850 126,150

-110,984

ウ



第3号議案　定款の変更

i.変更内容及び理由

･別表第1基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)を以下のと

おり変更する｡

群馬県利根郡水上町小日向281番地 �｢���
pふ.⊥′. 佗ﾈ顏�8ﾘ�鬩�ﾉVﾃ�SiMI&��ﾉE�ﾃx躪,�.h.亦�

三軍預金 俐�(h匣蓼鯖�ﾙ�Xｾ(ﾗ9gｹ5�8ｼiYB�蕀T�dｨｾ(ﾗ9�h�,ｨ迚5��蓼皐�thｾ(ﾗ9�h�,ｨ迚5��三井住友信託銀行本店営業部 (銀行合併.行名変更による)i 

ー上　変更届

A幸三議桑会における承認後､速やかに内閣府宛に変更届出手続きを行うo

3



科目別予算書

前年度実績見込　当年度予算
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373.S50　　　500.000

68.000　　　　70,000
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0　　　600.000

77,702,052　17.556.OOO
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差異　　　　　　増減理由

1271

盲65髄C, ;}て9名-230名

73770O　今年は宇都宮大宇和涌見込

つ舶5'J闘　璽撮同窓会て00周年記念募金からの寄付

て458

500

8 39C1929

C.

17.303

3.869

172.761厨房改修実施による増

153.200　今年は船外機の購入なし

192.675　今年はバナナポ-卜の購入なし
-737.036　今年は回転釜等の修理なし

5.775

60329

14,56O

126T150　食中毒に備えた賠償保険緋曽

2.000

30.500

-110984　今年はヘンキ塗りなし

1 0.000

3.000

3､020

8,770

7146

-17.340

600,000　前年は予備費使用せず

-146.052

-5.329,981　3,207.000　8.536.981
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