
令和 2 年度活動報告書                    1 号議案 

 

支部名： 愛知県支部        

 

支部長名 大野雅己       

 

作成：令和 3年 5月 

 

1. 令和 2年度の活動目標 

 ・支部ホームページの充実と活用 

 ・支部活動参加者増加キャンペーンの実施 

 ・見学会・体験会等（他支部との交流を兼ねて）の開催 

 ・本部事業への参加、後援会事業への協力 

  

2. 令和 2年度の活動目標に対する総括 

 ・新型コロナの影響で支部活動は出来なかったが、支部総会は 

  議案書を郵送して、FAX による返信の形で開催出来た。 

 

3. 本年度活動報告 

年月日 行事名 開催場所 内容 参加人数 

令和 2 年 7 月 愛知県支部支部総会  郵送及び FAX 17 名 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

特記事項 
 

 

 

 



令和2年度収支報告 ２号議案・３号議案

会計年度：

支部名： 愛知県支部

支部長名： 大野　雅己（建築７期）
【収入の部】

費目 予算 収入 備考

支部会費 ¥60,000 ¥36,000 内訳：3000円/年×12人
懇親会参加費 ¥60,000 ¥0
雑収入 ¥10,000 ¥1 ご祝儀、利息

寄付金 ¥0 ¥0
繰入金 ¥144,546 ¥144,546 前年度繰越金

支部助成金/援助金 ¥108,200 ¥100,000 支部助成金、申請した援助金

特別会計取崩し金 － ¥0
計 ¥382,746 ¥280,547

【支出の部】

費目 予算 支出 備考

支部活動費 ¥100,000 ¥0
消耗品費 ¥10,000 ¥0
旅費・交通費 ¥90,000 ¥0
人件費 ¥0 ¥0
印刷・通信費 ¥20,000 ¥11,400
会議費 ¥13,000 ¥0
懇親会費 ¥120,000 ¥0
慶弔費 ¥10,000 ¥0
雑費 ¥19,746 ¥327
特別会計へ繰出し － ¥0

計 ¥382,746 ¥11,727

【繰越金】

費目 今年度実績

【収入の部】 ¥280,547
【支出の部】 ¥11,727

計 ¥268,820

【特別会計】

費目 昨年度まで 今年度実績

支部事業積立金 ¥0 ¥0
¥0

会計 加賀　政雄（建築科10期）

会計監査報告
　　監査の結果、適正であることを認めます。 令和　3年　　3月　　31日

会計監査 齋藤　正弘（建築科4期）

（自）令和2年　４月～（至）令和3年　３月

計



4号議案

第1条 一般社団法人日本工業大学工友会（以下「工友会」という）定款第43条により、愛知県地区

に支部をおき、愛知県支部（以下「支部」という）と称する。

第2条 支部は、支部会員相互の親睦と知識の交換を図り、併せて日本工業大学の興隆に寄与する

をもって目的とする。

第3条 支部は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

１　総会、親睦会、講演会等

２　支部会員等の名簿の作成

３　工友会との連絡に必要な事項

４　その他必要な事項

第4条 支部は次の会員をもって構成する。

１　正　会　員　 工友会定款第5条に定める会員（以下「会員」という）のうち愛知県

　　　　　　　　 に在住又は勤務する者、および、愛知県に近接する府県に在住又は

　　　　　　　 　勤務する会員のうち希望する者。

２　特別会員　　 本支部の目的に賛同する者で役員会の承認を得た者。

第5条 支部会員は支部の運営に必要な支部会費（3,000円／年）を納入するものとする。

会費は原則として各年度の支部総会までに納入するものとする。

第6条 支部に次の役員をおく。

１　支部長  　 1    名

２　副支部長 数   名

３　支部役員　 若干名（総務委員会、渉外委員会、情報委員会、事務局）

４　会計     若干名

５　会計監査 2    名

第7条 本支部に特に功労のあった者で支部長が必要と認めた場合、正会員より、顧問・相談役

を置くことができる。

第8条 支部長は支部を代表し、支部を総括する。　（各役員は無報酬とする）

第9条 副支部長は支部長を補佐し、任期中に支部長事故あるときはこれを代行する。

第10条 支部役員は支部会員より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画するとともに

支部会員との連絡にあたる。支部委員は役職を兼務できる。

第11条 顧問・相談役は支部長の諮問に応じ、役員会において意見を述べることができる。

第12条 支部役員の任期は１年とし、再任、再選を妨げない。

第13条 支部の運営を円滑に実施するため、支部長宅又は支部長の指定する場所に事務局をおく。

事務局員は支部長が支部会員に委嘱する。

第14条 支部は原則として年１回総会を開催する。

第15条 支部総会は次の事項を審議する。

１　支部規約の改廃

２　支部長、副支部長の選任

３　事業に関する事項

４　支部会計報告に関する事項

５　その他必要な事項

第16条 支部役員会は支部役員をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。

原則として毎月１回を開催するものとする。

１　総会に提出する議案

２　支部会費に関する事項

３　その他必要な事項

第17条 支部の運営は支部会費、工友会からの補助金、寄付金、その他の収入をあてる。

第18条 支部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付則（平成5年改正1号）　　　　　 １．この規約は、平成5年6月5日より発行する。    

付則（平成9年改正1号）　　　　　 １．この規約は、平成9年5月10日より発行する。    

付則（平成13年改正1号）　　　　 １．この規約は、平成13年5月26日より発行する。    

付則（平成27年改正1号）　　　　 １．この規約は、平成27年5月9日より発行する。    

付則（平成30年改正1号）　　　　 １．この規約は、平成30年5月26日より発行する。    

日本工業大学工友会愛知県支部規約



5号議案

役職名 氏      名 期生  電　　話 ＦＡＸ

支部長 大野  雅己 留任 Ａ７

安楽　龍二 留任 Ｍ４

石井  道夫 留任 Ｅ４

石田　浩一 留任 Ａ22

高橋　幹男 新任 Ｓ11

事 務 局 平手　雅彦 留任 Ａ10

会　　計 加賀　政雄 留任 Ａ10

斎藤　正弘 留任 Ａ４

松原　和成 留任 Ａ７

瀬古　邦美 留任 Ａ５

高橋　幹男 留任 Ｓ11

委員会 ◎は委員長　○は副委員長

◎斎藤　正弘 Ａ４

○松原　孝典 Ａ４

増田　伊一 Ａ５

藤井　正王 Ａ７

◎大野  雅己 Ａ７

瀬古　邦美 Ａ５

◎石田　浩一 Ａ22

○高橋　幹男 Ｓ11

平手　雅彦 Ａ10

加賀　政雄 Ａ10

柳谷　雅志 Ａ10

渡辺　隆夫 Ａ10

浅井　　司 Ａ28

事務局 平手　雅彦 （A10）

名古屋市中区大須4-13-46-704

西三河支局 岩瀬　宏隆 （A8）

岡崎市大平町出口７

東三河支局 渡辺　隆夫 （A10）

豊川市牛久保駅前通4-23

総務委員会

渉外委員会

情報委員会

令和3年度　工友会愛知県支部役員（案）

令和3年5月

副支部長

会計監査

代議員



令和 3 年度活動計画                      6 号議案 
 

支部名： 愛知県支部      

 

支部長名： 大野雅己       

 

作成：令和 3年 5月 

1. 令和 3年度の活動目標 

 ・支部ホームページの充実と活用 

 ・支部活動参加者増加キャンペーンの実施 

 ・見学会・体験会等（他支部との交流を兼ねて）の開催。 

 ・本部事業への参加、後援会事業への協力。 

 

2. 令和 3年度活動計画 

年月日 行事名 開催予定場所 概要 

令和 3 年 5 月 愛知県支部支部総会  郵送・FAX・Web による総会 

令和 3 年 10 月 見学会又は体験会 未定 他支部との交流 

令和 3 年 10 月 30 日 ホームカミングデー 日工大  

令和 3 年 10 月 31 日 全国支部長会議 日工大 大会及び懇親会 

令和 3 年 12 月 忘年会 未定  

令和 4 年 1 月 9 日 合同新春懇親会 未定  

随時 支部役員会 事務局 各活動内容検討・報告 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

特記事項 
コロナウイルスによる感染症予防のため、活動を延期または中止することがあります。 
 



令和3年度予算案 ７号議案

会計年度： （自）令和3年　４月～（至）令和4年　３月

支部名: 愛知県支部
 

支部長名: 大野　雅己（建築７期）
【収入の部】

費目 前年度収入 本年度予算

支部会費 ¥36,000 ¥45,000
懇親会参加費 ¥0 ¥30,000
雑収入 ¥1 ¥0
寄付金 ¥0 ¥0
繰越金 ¥144,546 ¥268,820
支部助成金 ¥100,000 ¥100,000
特別会計取崩し金 ¥0 ¥0

計 ¥280,547 ¥443,820

【支出の部】

費目 前年度支出 本年度予算

支部活動費 ¥0 ¥130,000
消耗品費 ¥0 ¥10,000
旅費・交通費 ¥0 ¥100,000
人件費 ¥0 ¥0
印刷・通信費 ¥11,400 ¥20,000
会議費 ¥0 ¥30,000
懇親会費 ¥0 ¥100,000
慶弔費 ¥0 ¥30,000
雑費 ¥327 ¥13,820
特別会計へ繰出し ¥0 ¥0

計 ¥11,727 ¥433,820

【特別会計】

費目 前年度積立 本年度予算

支部事業積立金 ¥0 ¥0

特記事項






