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教育後援会のご案内
立命館中学校・高等学校

立命館中学校・高等学校教育後援会 会則

■ 目 的

［第1条］

1. 立命館中学校・高等学校　教育後援会（以下「本会」という。）は、立命館中学

校・高等学校（以下「本校」という。）の教育諸事業を支援することによって、

生徒の豊かな成長と教育活動の発展に資することを目的とする。

■ 事 業

［第2条］

1. 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① 特色ある学習活動、文化・スポーツ活動、国際活動等への支援

② 学業奨励や厚生等に必要な諸事業への支援

③ 生徒や会員、市民を対象にした教育・文化諸事業等の実施

④ その他、本会の目的を達成するために必要な事業

■ 会員資格

［第3条］

1. 本会は、次の会員をもって構成する。

① 正会員 ……… 在校生徒の保護者

② 賛助会員 …… 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者

■ 総 会

［第4条］

1. 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

2. 総会は、会長、副会長、常任幹事、幹事、会計および監査幹事をもって構成し、

会長が議長となる。

3. 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

4. 総会は、次の事項を決定する。

① 役員の選出 ③ 会則の改正

② 事業報告および事業計画、予算、決算 ④ その他、本会の重要事項

■ 役員と任期

［第5条］

1. 本会は、次の役員を置き、任期は3年とし、再任を妨げない。

■ 役員の選任

［第6条］

1. 役員は次の方法によって選任する。

① 会長、副会長、常任幹事、幹事、会計および監査幹事は、総会において

　 会員から選出する。

② 常任幹事は、副校長または教頭があたる。

③ 会計は事務長がその任にあたる。

■ 役員の職務

［第7条］

1. 会長は、本会を統括し、本会を代表する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3. 常任幹事は日常的に会長の業務を代行する。

4. 会計は、本会の会計を掌り、予算決算に関する事務および金銭の出納を行う。

5. 監査幹事は、本会の会務および会計を監査する。

■ 事務局

［第8条］

1. 事務局は、立命館中学校・高等学校 事務室内に置く。

■ 会計年度

［第9条］

1. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

■ 運営資金

［第10条］

1. 本会の運営は、会費、寄付金およびその他の収入による。

2. 会費等の徴収は、本校に委託して行う。

3. 会費の額およびその納入の方法は、次のとおりとする。

① 正会員の会費は、年額10,000円とし、毎年納入する。

② 賛助会員の会費は、年額一口5,000円以上とする。

■ 会則の改廃

［第11条］

1. この会則の改廃は総会が行う。

■ 細則等の制定

［第12条］

1. この会則の施行に伴う細則、その他の規程は、総会において定める。

附則：この規程は、2006 年 12 月 1 日から施行する。

　　  この規程は、2016 年 5 月 11 日から一部改正施行する。

立命館中学校・高等学校
〒 617-8577 京都府長岡京市調子 1 丁目 1-1  

TEL. 075-323-7111   FAX. 075-323-7123

http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/

① 会 長 ………… 1名 ③ 常 任 幹 事  ……1名

② 副 会 長 ……若干名 ④ 幹 事  …… 若干名

⑤ 会 計 ………… 1名

⑥ 監 査 幹 事 …… 2名



立命館中学校・高等学校の教育諸事業を支援し、生徒の豊かな成長と

教育活動の発展に資することを目的とします。

会の目的

①特色ある学習活動、文化・スポーツ活動、国際活動等を支援します。

②学業奨励や厚生等に必要な事業を援助します。

③生徒や会員、市民を対象とした教育・文化諸事業等を実施します。

④その他、会の目的を達成するために必要な事業を行います。

会の事業内容

会長 岡野　益巳（立命館清和会 副会長／（株）岡野組社長／ S39 卒業生）

副会長

藤原　大門（立命館中学校・高等学校 PTA 会長）　　

磯野　淳　 （立命館中学校・高等学校卒業生父母の会 会長）

堀江　未来（立命館中学校・高等学校 代表校長）

常任幹事 竹中　宏文（立命館高等学校 学校長）

会計 尾関　浩司（立命館中学校・高等学校 事務長）

■体制 

■任期期間：2016 年 4 月 1 日〜 2019 年 3 月 31 日の 3 ヵ年とする。（会則第 5 条）

2017 年度 立命館中学校・高等学校教育後援会役員

幹事

山内　典子（立命館中学校・高等学校PTA 副会長）

髙木佳与子（立命館中学校・高等学校PTA 副会長）　　　　　

大坪　浩司（立命館中学校・高等学校卒業生父母の会 副会長）

尾﨑　哲朗（立命館中学校 学校長）

監査幹事
西垣久仁子（立命館中学校・高等学校PTA 会計）　

西田　俊博（立命館清和会 副会長／元教諭／ S47卒業生）

生徒の豊かな成長と教育活動の発展に資する
教育後援会の多彩なサポート

PTA
卒業生
父母の会 清和会立命館中学校・高等学校教育後援会に対しまして、平素より多

大なるご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。教育後援会

は、立命館中学校・高等学校の教育諸事業を支援することによっ

て、生徒の豊かな成長と教育活動の発展に資することを目的と

して、2007 年度に設立され、今年で 11 年目を迎えます。

本会は、正会員 ( 立命館中学校・高等学校生徒の保護者のみな

さま )、賛助会員（卒業生、卒業生保護者、その他本会の趣旨にご

賛同いただいた方々）で構成され、みなさまお一人お一人の支え

によって成り立っております。

この間、PTA、立命館清和会、卒業生父母の会から選出された

役員の方々より頂戴いたしましたご意見を真摯に受け止め、生

徒の成長、学校生活の充実、安全・安心を第一に考えて事業を具

体化してまいりました。設立以来続けてまいりました正課や課

外活動に対するサポートは、生徒のみなさまの大きな励ましに

なってきたのではないか、と確信いたしております。ご賛同ご支

援いただきました方々に、改めて心より厚く御礼申し上げます。

さて、立命館中学校・高等学校は 2015 年度に創立 110 周年の大

きな節目を迎えましたが、今年度（2017 年度）は、小学校入学か

ら立命館で 12 年間の一貫教育を受けてきました生徒達が巣立っ

ていく年となります。また、今春には溌剌とした新入生を迎え、

更に高い学力と豊かな人間性を育む教育活動を支援する教育後

援会としましては、みなさまのご意見をお聞きしながら、様々な

事業を推進してまいる所存でございます。

従来から支援しております生徒会活動支援事業、スポーツ・文

化活動支援事業、国際交流教育支援事業、生徒の通学安全対策支

援事業のほか、防災関連備品の配備、全校教育懇談会への支援、

さらに２年目となりますが施設設備・備品等整備のための積立

も行ってまいります。

立命館中学校・高等学校の更なる発展に向けて、また生徒のみ

なさまの教育環境の充実に向けて、引き続き、みなさまからのご

賛同・ご支援（正会員：1 口 1 万円、賛助会員：1 口 5 千円）をお願

いして、私のご挨拶とさせていただきます。

立命館中学校・高等学校教育後援会へのみなさまの

ご支援をお願いいたします。　
立命館中学校・高等学校 教育後援会 会長   岡 野  益 巳

事 業 計 画について 2017年度

■ 一般会計
（1）給付奨学金支援事業

予算：60万円
概要：学費負担者の死亡や家計急変により、就学の継続が経済的に困難となった在学生に対する支援	
	 【学費相当額の6割と教育充実費相当額】

（2）スポーツ・文化活動支援事業
予算：750万円　　
概要：以下の項目について支援します。
①生徒会特別予算の拠出金【中学生徒会5万円 /高校生徒会5万円】　
②生徒会が企画する文化事業や発刊物等に対する補助【事前申請・要協議】
③クラブ特別補助金の拠出金【100万円 /クラブ特別補助金審査会からの予決算書の提出必要】
④クラブ活動強化支援金【指導者謝礼、施設利用料、遠征費補助など /ただし飲食費除外】
［重点強化クラブ］50万円まで *2017年度2クラブ
［モデルクラブ］20万円まで *2017年度6クラブ　　
［一般クラブ］6万円まで（昨年より3万円増額）	*2017年度34クラブ  
⑤スポーツ・文化活動で活躍する「個人」に対する活動費補助　　
［個人 a］日本代表として国際大会に参加【上限20万円】
［個人b］全日本レベルの競技大会や研究発表会に参加【上限10万円】
［個人 c］生徒の代表として学内外の企画に派遣する場合【上限20万円】
⑥スポーツ・文化活動で活躍する「団体」に対する活動費補助
［団体 a］「生徒会特別予算（項目：遠征補助）」適用外の場合に限定【上限50万円】
［団体b］震災復興に関連する事業の経費補助【事前申請・要協議】　
⑦施設・環境充実費【スポーツ振興や文化活動の推奨に必要な施設の充実・改善費補助】
⑧その他支援するにふさわしいと認められる事業にかかる経費【事前申請・要協議】　

（3）国際交流教育支援事業
予算：600万円
概要：以下の項目について支援します。
①立命館中学校・高等学校案内（英語版）印刷費補助　
②「Rits Super Global Forum」【国のSGH補助金額を上回る費用・規約適用外の項目に限定】 
③「Japan Super Science Fair」【国のSSH補助金額を上回る費用・規約適用外の項目に限定】 
④「Rits Global Summit」【ホームステイ補助金：約60名×6日間×交通費】
⑤「World Summit」実施費用補助【要協議】　
⑥長期留学生（NWSE）からのホームステイ補助金【1ヶ月ごとに20,000円× 2名× 6ヶ月】 
⑦海外ボランティア研修補助金【自己負担30,000円を除く全額】　
⑧その他支援するにふさわしいと認められる事業にかかる経費【事前申請・要協議】

（4）通学安全対策支援事業
予算：500万円
概要：以下の項目について支援します。
①登校時および学校行事に対する一時的な交通指導員の配置【全額補助】
②下校指導に関わる警備員の配置【一部補助】　

（5）教育後援会による企画・広報事業
予算：350万円
概要：以下の項目について支援します。
①教育後援会が主催する事業（講演会・発行物等）【全額負担・共催も同じ扱い】
②清和会、PTA、卒業生父母の会による企画事業・広告支援【事前申請】　
③教育後援会パンフレット・入会申込書【7月下旬配布予定】
④立命館中学校・高等学校グッズ製作費補助金【個別イベント名が入るグッズは不可】

（6）事務費
予算：2,232円

（7）予備費
予算：8万円

■ 災害対策基金会計　*2007年度から開始

予算：10万円を基金として積み立てます。
概要：救出用工具セットなどの購入経費として支出します。

■ 施設設備・備品等積立基金会計　*2016年度から開始

予算：170万円を基金として積み立てます。

収入の部

支出の部

（単位：円）

（単位：円）

決 算について 2016年度

1  一般会計

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

前年度繰越金	 7,629,817 7,629,817 0 

会費収入 17,290,000 17,525,000 235,000 

内訳
正会員 17,190,000 17,160,000 -30,000 1,716名

賛助会員 100,000 365,000 265,000 22名（73口）

雑収入 0 27,000 27,000 Warm Heart冊子

預金利息 2,000 116 -1,884

収入合計 24,921,817 25,181,933

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

給付奨学金支援事業 600,000 0 600,000 

スポーツ・文化活動
支援事業

7,500,000 4,698,410 2,801,590 クラブ活動（個人、団体）・生徒会活動費補助、震災復興支援補助ほか

国際交流教育支援事業 6,000,000 3,027,990 2,972,010 ホームステイ・国際各種イベント補助、英語版学校案内パンフレットほか

通学安全対策支援事業 5,000,000 4,939,067 60,933 交通指導員6名謝礼、下校時安全指導業務補助、レインコートほか

教育後援会による
企画・広報事業

3,500,000 3,704,434 -204,434
第105期立命館清和会総会協賛、全校教育懇談会補助、
立命館中高グッズ制作、パンフレットほか

事務費 21,817 0 21,817 

予備費 500,000 0 500,000 

災害対策基金 100,000 100,000 0 2016年度積立

施設改修等積立基金 1,700,000 1,700,000 0 2016年度積立

支出合計 24,921,817 18,169,901

収入執行額合計 支出執行額合計 収支差額 備	考
25,181,933 18,169,901 7,012,032

収入の部

支出の部

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

前年度繰越金 4,254,577 4,254,577 0 

一般会計からの繰入 100,000 100,000 0 2016年度積立

利息収入 700 35 -665

収入合計 4,355,277 4,354,612

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

基金積立 4,355,277 399,600 3,955,677 救出用工具セット

支出合計 4,355,277 399,600

収入執行額合計 支出執行額 残額 備	考
4,354,612 399,600 3,955,012

（単位：円）

（単位：円）

2  災害対策基金会計

収入の部

支出の部

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

前年度繰越金	 0 0 0 

一般会計からの繰入 1,700,000 1,700,000 0 2016年度積立

預金利息 200 9 -191

収入合計 1,700,200 1,700,009

費	目 予算額 執行額 残額 備	考

基金積立 1,700,200 0 1,700,200 

支出合計 1,700,200 0 

収入執行額合計 支出執行額 残額 備	考
1,700,009 0 1,700,009

（単位：円）

（単位：円）

3  施設改修等積立基金会計

事 業 報 告について 2016年度

■ 一般会計
〈収入の部〉
（1）前年度繰越金7,629,817円を計上しました。
（2）会費収入は、17,525,000円でした。

*正会員：@10,000円× 1,716名（中学生681名、高校生1,035名）
*賛助会員：@5,000円× 73口（清和会会員、教職員を中心に22名）

（3）雑収入は、震災復興支援プロジェクトの報告書「Warm Heartから	
はじめよう」の販売代金27冊・27,000円がありました。

（4）預金利息は、116円でした。
（5）収入合計は、25,181,933円となりました。

〈支出の部〉
（1）「給付奨学金支援事業」の申請はありませんでした。
（2）「スポーツ・文化活動支援事業」として、生徒会やクラブ活動、生徒の国

際大会派遣、生徒の震災復興支援活動等の補助を実施しました。
（3）「国際交流教育支援事業」として、ホームステイ受入補助、ボランティア

研修、SSHとSGHを中心とした国際交流事業の補助を実施しました。
（4）「通学安全対策支援事業」として、登校時の交通安全指導員配置と下校

時の警備員配置の補助を実施しました。
（5）「教育後援会による企画・広報事業」として、全校教育懇談会補助、清和

会総会の新聞広告協賛、パンフレット作成、立命館中高グッズ制作など
を実施しました。教育後援会のパンフレットは、在校生保護者のみなさ
まおよび卒業生（清和会会員）にお届けしました。

（6）「事務費」の執行はありませんでした。
（7）「予備費」の執行はありませんでした。
（8）2007年に開始しました「災害対策基金」として、100,000円を積立てました。
（9）2016年度から新設しました「施設改修等積立基金」として、1,700,000円

を積立てました。

■ 災害対策基金会計
〈収入の部〉
（1）一般会計から100,000円を積立てました。
（2）預金利息は35円でした。
（3）収入合計は4,354,612円となりました。

〈支出の部〉
（1）災害対策時の備品として、自主防災組織用「救出用工具セット（レスキュー

12）」を4台購入し、教員室3ケ所と事務室内に設置しました（399,600円）。
（2）次年度に繰り越す基金は3,955,012円となりました。

■ 施設改修等積立基金会計
〈収入の部〉
（1）初年度である2016年度は1,700,000円を積立てました。

〈支出の部〉
（1）執行はありませんでした。

予 算 案について 2017年度

収入の部

1  一般会計

（単位：円）

費	目 予算額 備	考

前年度繰越金 7,012,032 

会費収入 17,470,000 

内訳
正会員 17,270,000 中学校706名、高校1,021名(計1,727名)

賛助会員 200,000 1口5,000円

預金利息 200

合	計 24,482,232 

支出の部 （単位：円）

費	目 予算額 備	考

給付奨学金支援事業 600,000 学費負担者の死亡や家計急変時の支援

スポーツ・文化活動支援事業 7,500,000 
生徒会・クラブ活動費補助、活躍している個人・ 
団体補助、震災復興支援補助など

国際交流教育支援事業 6,000,000 
英語版学校案内印刷費、RSGF、JSSF、RGS、WS、 
ホームステイ補助など

通学安全対策支援事業 5,000,000 交通指導員、警備員補助

教育後援会による企画・広報事業 3,500,000 
主催・共催する事業支援、教育後援会パンフレット・
学校オリジナルグッズ制作費補助など

事務費 2,232 事務経費

予備費 80,000 案件ごとに都度協議する

災害対策基金 100,000 2007年度から開始

施設設備・備品等積立基金 1,700,000 2016年度から開始

合	計 24,482,232 

支出の部

費	目 予算額 備	考

基金積立 3,755,062 

災害対策備品
購入

300,000 
レスキュー12
（自主防災組織用）
追加3台

合	計 4,055,062 

（単位：円）

収入の部

費	目 予算額 備	考

前年度繰越金 3,955,012 

一般会計からの
繰入

100,000 災害対策基金積立

預金利息 50 

合	計 4,055,062 

（単位：円）

2  災害対策基金会計

支出の部

費	目 予算額 備	考

基金積立 3,400,059 

合	計 3,400,059 

3 施設設備・備品等積立基金会計

収入の部

費	目 予算額 備	考

前年度繰越金 1,700,009 

一般会計からの
繰入

1,700,000 
施設設備･備品等
積立

預金利息 50 

合	計 3,400,059 

（単位：円）

（単位：円）


