
          平成２８年度　事業報告書      

　　　　　　　　   　　　              　　　　　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

公益財団法人ユニオンツール育英奨学会

Ⅰ．法人の概況

１．設立年月日　平成１４年１１月１日

平成２２年４月１日から公益財団法人へ移行。

平成２８年度は、財団法人設立１５年目、公益法人移行後７年目となります。

２．定款に定める目的

　この法人は、学業において優秀な資質と確固たる向上心を持ちながら、経済的に修学困難な新潟県内

の理工系大学院、大学、短期大学及び高等専門学校に在学する学生及び生徒に対する奨学金の給付、

新潟県内の理工系大学院、大学、短期大学及び高等専門学校の研究室に対する研究費の助成に関する

事業を行い、もって将来社会有用の人材を育成するとともに新潟県の科学技術の振興と発展に寄与する

ことを目的とする。

３．定款に定める事業内容

（１）新潟県内の理工系大学院、大学、短期大学及び高等専門学校に在学する学生及び生徒に対する

　　　奨学金の給付

（２）新潟県内の理工系大学院、大学、短期大学及び高等専門学校の研究室に対する研究費の助成

（３）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

４．所轄行政庁に関する事項

新潟県知事

５．役員等に関する事項

（１）役員の変更

就任 退任 交代日

① 高橋　譲　理事 大橋岑生　理事 平成28年5月6日

② （補充なし欠員） 加藤孝博　評議員 平成28年5月6日

③ 小川桂子　評議員 涌井秀夫　評議員 平成28年6月17日

④ 涌井秀夫　理事 奥寺　正　　理事 平成28年6月17日

⑤ 髙見真二　理事 磯田達伸　理事 平成28年9月26日

⑥ 水澤千秋　理事 髙見真二　理事 平成29年3月31日

⑦ 南波松一　評議員 阪田　浩　評議員 平成29年3月31日

（２）役員名簿

（平成２９年３月３１日現在　敬称略　順不同）

職 氏名 常勤/非常勤の別 主な職業

理事長 片山　貴雄 非常勤 ユニオンツール㈱　代表取締役会長

常務理事 涌井　秀夫 非常勤 ユニオンツール㈱　専務取締役

理事 東　信彦 非常勤 長岡技術科学大学　学長

理事 高橋　譲 非常勤 長岡市教育長

理事 松永　芳文 非常勤 ㈱北越銀行　代表取締役専務

理事 水澤　千秋 非常勤 長岡市　副市長

監事 大宮　五十男 非常勤 ㈱大善　代表取締役

監事 小西　統雄 非常勤 ㈱小西鍍金　技術顧問

評議員 小川　桂子 非常勤 ユニオンツール㈱　執行役員（内部監査部長）

評議員 轡田　勝祐 非常勤 長岡高等学校　校長

評議員 田口　秀雄 非常勤 ユニオンツール㈱　顧問

評議員 田邊　裕治 非常勤 新潟大学　工学部長

評議員 南波　松一 非常勤 ㈱北越銀行　総務部長

評議員 渡邉　和忠 非常勤 長岡工業高等専門学校　校長



Ⅱ．事業の状況

１．奨学金の給付事業

　（１）奨学生の募集、選考結果について

　・奨学生

　　　平成２８年３月１０日　　　　募集開始

　　　平成２８年４月２０日　　　　募集締切（応募者数　９０名）・・予約奨学生と併せて１２７名の応募

　　　平成２８年５月　７日　　　　選考委員会（４４名を採用）・・・予約奨学生４名と併せて４８名採用

　・奨学金支給

　　　平成２８年５月３１日に１回目（４・５月分）を支給、以降２９年３月まで毎月支給

内訳 （名）

応募者数 新規奨学生数（Ａ） 継続奨学生数（Ｂ） 採用奨学生数（Ａ+Ｂ）

長岡高専 35 5 13 18

長岡技科大 35 5 8 13

新潟大学 20 7 6 13

予約奨学生 37 4 0 4

平成２８年度合計 127 21 27 48

　（２）平成２９年度予約奨学生の募集、選考結果について

　・予約奨学生（平成２９年度奨学生）

　　　平成２８年１０月１０日　　　　　募集開始

　　　平成２８年１１月２１日　　　　　募集締切（応募者数　３２名）

　　　平成２８年１２月１０日　　　　　選考委員会（４名を採用）

　・奨学金支給

　　　平成２９年度奨学金として支給

応募者数 新規奨学生数（Ａ） 継続奨学生数（Ｂ） 採用奨学生数（Ａ+Ｂ）

予約奨学生 32 4 0 4

２．研究費助成事業

　・研究助成金

　　　平成２８年３月１０日　　　　募集開始

　　　平成２８年４月２０日　　　　募集締切（応募件数　５１件）

　　　平成２８年５月　７日　　　　選考委員会（２０件を採用）

　・研究助成金支給

　　　平成２８年６月と１０月の２回に分けて支給

応募件数 採用件数 助成金額（万円）

長岡高専 15 8 800

長岡技科大 22 6 770

新潟大学 14 6 670

平成２８年度合計 51 20 2,240

３．事業別累計助成金額

平成２８年度 累計（平成１５年度～２８年度）

事業区分 奨学人数・助成件数 金額（万円） 奨学人数・助成件数 金額（万円）

育英奨学金 ４８名 2,880 ４９３名 29,485

研究助成金 ２０件 2,240 ２1５件 25,100

合計 5,120 54,585

※実質奨学生は２６５名（１名で複数年支給のため）



Ⅲ．役員会等に関する事項

（１）理事会

①平成２８年度第１回理事会（平成２８年４月１５日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件

②平成２８年度第２回理事会（平成２８年５月１０日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　平成２７年度事業報告及び決算財務諸表承認の件

　　第２号議案　　定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件

③平成２８年度第３回理事会（平成２８年６月１７日）

　　第１号議案　　理事改選に伴い、代表理事、常務理事選任の件

　　報告事項　　（１）事業執行の状況報告（理事長、常務理事）

④平成２８年度第４回理事会（平成２８年９月１６日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件

⑤平成２８年度第５回理事会（平成２９年３月２２日）

　　第１号議案　　平成２９年度事業計画書及び収支予算書承認の件

　　第２号議案　　「個人情報管理規程」制定の件

　　第３号議案　　臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の件

　　報告事項　　（１）事業執行の状況報告（理事長、常務理事）

（２）評議員会

①平成２８年度第１回評議員会（平成２８年５月６日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　理事１名辞任に伴う、後任理事選任の件

　　第２号議案　　評議員１名辞任に伴う欠員承認の件

②平成２８年度第２回評議員会（平成２８年６月１７日）

　　第１号議案　　議事録記名押印者選出の件

　　第２号議案　　平成２７年度事業報告及び決算財務諸表承認の件

　　第３号議案　　評議員１名辞任に伴う、後任評議員選任の件

　　第４号議案　　任期満了に伴う、理事選任の件

③平成２８年度第３回評議員会（平成２８年９月２６日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　理事１名辞任に伴う、後任理事選任の件

④平成２８年度第４回評議員会（平成２９年３月３１日）　※決議の省略の方法による

　　第１号議案　　理事１名辞任に伴う、後任理事選任の件

　　第２号議案　　評議員１名辞任に伴う、後任評議員選任の件

Ⅳ．収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

（単位；千円）

事業年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

前期繰越収支差額 19,908 22,041 22,380 37,795

当期収入合計 34,558 38,862 72,558 52,855

当期支出合計 32,425 38,523 57,143 55,005

当期収支差額 2,133 339 15,415 △ 2,150

次期繰越収支差額 22,041 22,380 37,795 35,645

資産合計 8,574,759 9,645,098 9,173,513 9,703,372

負債合計 0 0 0 9

正味財産 8,574,759 9,645,098 9,173,513 9,703,363

Ⅴ．決算後に生じた法人の状況に関する重要な事実

ありません

以上

（注）平成２７年度当期収入合計の金額が多いのは、事業運営資金に充当する目的で定期預金（１５００万円）を取り崩したことによります。


