
後援会臨時総会の開催について 
 

 新型コロナウイルスと共存しながら社会・経済活動の再開・復興を行っていこうとして
いる現在ですが、会員の皆様におかれましては、まだまだ不安な日々をお過ごしの事とご
推察致します。 
 後援会では、今春、新型コロナウイルス感染症拡大の局面において会員皆様の安全を最
優先と考慮し、10 月までの行事を原則中止とさせて頂きました。現在、感染拡大が落ち着
きを見せ始め一部の対面授業も再開されつつあります。後援会では、新型コロナウイルス
の感染状況、社会情勢を鑑みながら活動の再開を行っていく所存です。 

例年よりかなり遅くなりましたが、11 月 14 日に臨時総会を催し、2020 年度事業計画
案、2020 年度予算案、2020 年度本部役員候補者案（補充）の３つの議案の決議を行いた
く存じます。 
 2020 年度事業計画（案）は、新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮した活動内容と
し、合わせて従来通り大学および学生に対して支援の継続を行って参ります。2020 年度予
算案につきましては、事業計画案に基づいた予算案となっております。その中で、新型コ
ロナウイルス感染症禍に伴う家計急変等で困窮する学生への支援、更に近年頻発している
自然災害で被災された学生及び、ご家族への支援を速やかに行う為の予算案となっており
ます。学生と大学の支援を第一に考えての事業計画案、予算案になっております。 

今回の臨時総会においても新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場に一同
会しての審議の形態をとらず、後援会 Web サイト上での電子表決の形態となりますが、
期間中の表決の程よろしくお願い申し上げます。 

 
後援会が発足し 73 年の歴史の中でも、とりわけ今年度は困難な状況での活動になって

おります。後援会活動を継続していく為、注力して参りますので、これからも会員の皆様
のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
                           ２０２０年１０月 
                           法政大学後援会 
                            会⻑ 清水 伸行 
   
   



 

 

 

2020年度の基本方針（案） 

 

法政大学後援会はこれまで築いてきた 73年という長い歴史があり、その本分や趣

旨、諸活動などを踏襲するとともに、これらを守り続けていかなければならないことが

数多くあります。しかし、大学を取り巻く環境や社会背景が時代とともに大きく変化す

るなか、後援会を支え合う私たちの生活スタイルや仕事、そして考え方なども以前とは

様変わりしていることも事実です。 

こうしたなか、後援会では「これからの 80年、90年、そして 100年を見据え、持続可

能な組織にするためにはどうあるべきか。」ということが大きな課題となっています。 

2020年度は、これまでの活動内容などを分析するとともに、前向きな視点で将来の

後援会活動のあり方に関する検討を行います。 

 

 

2020年度事業計画の考え方（案） 

 

法政大学後援会は、入学と同時に学部生の保護者が加入しており、1947 年に設立さ

れた日本の大学では最も歴史と伝統がある組織です。 

その活動目的は「大学の教育方針に則り、大学と学生、家庭との連絡を緊密にして教

育事業を援助し、あわせて会員相互の親睦を図る」ことにあります。 

「子どもの母校は我が母校」を合言葉に、学生と大学を支援する一番の応援団とし

て、次の活動を積極的に行います。 

 

１．学生や大学への助成 

課外活動・学生行事・各種講座、スーパーグローバル大学事業に対する支援、奨学・奨励 

  金などの学生支援を行うとともに、図書・備品などの大学への助成・寄贈を行います。 

 

２．会員向け企画の充実 

父母懇談会は保護者が教育環境や学生生活を知る機会として首都圏と各支部で、新入生父 

  母の集いは新入生保護者の不安解消を目的として、支部の任意性の下で行なわれております。

(新型コロナウィルス感染症の為中止) 

   今後も大学と連携協力することにより、一層の充実を図ります。また、首都圏並びに全国 

  の支部では、校友会との交流も積極的に行います。 

 

３．広報活動の推進 

広報誌「法政」の制作費などの補助を行います。また、「会員のための大学ガイドブック」

を作成するとともに、後援会ホームページを充実させ、各活動報告やスポーツ応援などの情

報発信を行います。 

以 上 

【第1号議案】



 

 

2020 年度の主な事業計画(案) 

 
 

2020 年度（2020 年 4 月～2021 年 3 月）の主な事業計画は以下のとおりです 

事業項目 主な事業 主な活動内容  

1.父母懇談会 

(※1) 

支

部 

・「支部総会(WEB表決)8/31        

・父母懇談会」36支部 (※1) 
・新型コロナウィルス感染症により中止の為、代替

企画を実施 

 1.総長・会長メッセージ動画を WEB公開 

 2.キャリアセンター、履修成績通知書の見方の動

画配信 

3.オンライン個別相談(キャリア/学務)を実施 

首

都

圏 

・「東京･神奈川･千葉･埼玉」の父母

を対象に３キャンパスで開催 

(※1) 

市ヶ谷キャンパス 

小金井キャンパス 

多 摩キャンパス 

2.後援会活動の活

性化と適正化 

・各種会議へ参加 

・後援会活動の活性化、適正化に向 

けた討議 

・幹事会、常任幹事会、運営会議、父母懇談会  

(※1) 、支部長会議、その他打ち合わせ等 

・各種会議等を活用し、後援会活動の活性化と適正

化に向け検討 

3.支部における 

諸活動（任意） 

(※2) 

・新入生父母の集い 

・会員相互の親睦を図るための企画

及び実施 

・支部による学生課外活動の支援 

・学生生活を中心とした情報を提供するとともに、

新入生父母の疑問や質問に答え不安解消に努める 

・支部の活動情報を後援会ホームページで情報発信 

 

4.学生･大学への

助成 

 

・新型コロナウィルス感染症、自然

災害などにおける学生支援 

・経済的困窮学生のための支援 

・広報活動など補助 

・その他助成 

・新型コロナウィルス感染症、自然災害などの影響

によって困窮した学生への学習特別支援 

・「法政大学後援会特別支援費」の積立 

・大学行事、国際交流、大学備品購入、各種講座、

就職活動､体育会系クラブ、課外活動、図書購入、

全学生に配布する学生手帳作成、就職活動手帳及

びインターンシップ手帳作成、その他の助成を実

施 

・海外留学奨学金の助成 

・体育会助成やピアサポートなどの課外活動支援 

・後援会奨学基金経費負担助成の継続 

・各キャンパス自主法政祭補助(中止)      

などの学生行事支援 

・広報誌「法政」の作成費用補助 

5.広報活動 

・広報誌「法政」掲載の「後援会だ

より」、後援会ホームページの活

用 

・スポーツや文化活動の情報発信 

・「会員のための大学ガイドブッ

ク」の作成 

・後援会ホームページを活用し、会員向け情報や後

援会の活動状況を配信 

合わせて体育会スポーツ応援情報も掲載 

・広報誌「法政」の誌面を利用し、後援会活動や体

育会スポーツ応援情報を紹介 

・「会員のための大学ガイドブック」の改訂 

【第1号議案】



事業項目 主な事業 主な活動内容  

6.大学関係者との

連携強化 

・大学との各種懇談会の実施 

・校友会との相互連携 

 

・後援会と「総長・学内理事」、「副学長・学部長・ 

学生センター長」、「常任参与」との懇談会の実施 

・校友会との懇談会を実施する他、校友会主催諸行 

事や会議などへ参加 

7.HSC 

(HOSEI SPORTS 

COMMUNITY)・学生

支援(※3) 

・学生スポーツ応援と文化系学生の

課外活動のサポート 

・大学や校友会、後援会クラブとのスポーツ支援に

関する連携 

・HSC（HOSEI SPORTS COMMUNITY）への財政・活動支

援 

・東京六大学野球、ラグビー、アメフト、駅伝など

の競技応援 

・文化系活動の発表会などに関する情報発信につい

て検討 

 

8.その他 

 

・対外組織との連携 

・関西大学教育後援会などとの交流と連携 

・「東京私立大学父母･保護者の会」事務局連絡会へ

の参加 

※1 20年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため『中止』とする。 

※2 20年度は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため『原則禁止』を強く要請する。 

※3 各主団体の応援ガイドライン等に基づきサポートを行う。 

【第1号議案】



2020 年度

予   算 　書 

法政大学後援会

（案）
2020年度予算書（案）の主なポイント （2020年度暫定予算からの変更点）

１、コロナ禍の影響により、中止、または例年の形態で実施できなかった次の事業に関

する 予算4千万円を凍結する。予算凍結分を全額「自然災害等被災（含む、コロナ困

窮）学生のための支援費」（以下、「コロナ困窮等学生支援費」）に充当する。

【凍結する事業予算】

（１）支部、及び首都圏父母懇談会に係る予算

（２）支部新入生父母の集いに係る予算の一部

（３）2020年5月支部長会議に係る予算 等

２、さらに、学生支援積立金4千万円を取り崩し、当初予算2千万円と予算凍結分を合

わせた総額1億円を「コロナ困窮等学生支援費」に予算計上する。

なお、本「コロナ困窮等学生支援費」予算より、大学が実施する「新型コロナウイルス

感染症禍に伴う家計急変奨学金事業」等への寄付（41,350,000円）を予定しています。

また、予算残額につきましては、今後の学生支援の必要性に応じて機動的に予算執行

致します。

【第2号議案】



【収入の部】 （単位：円）

科目（款）
2020年度

予算額

１.一般収入 229,658,000

２.雑収入 1,347,000

３.積立金・引当資産からの繰入 105,000,000

４.預り金収入 0

当年度収入合計（Ａ） 336,005,000

前年度繰越金 79,582,000

収入合計（Ｂ） 415,587,000

【支出の部】

科目（款）
2020年度

予算額

１.自然災害等被災（含む、コロナ困窮）学生のための学生支援費 100,000,000

２.学生支援費 98,693,000

３.会員情報費 29,899,000

４.会員行事費 6,836,000

５.役員活動費 10,748,000

６.企画運営費 22,615,000

７.人件費 11,997,000

８.学生支援積立金 110,000,000

９.後援会積立金 0

10.引当資産 1,000,000

11.未払金支払 33,000

12.前払金 0

13.予備費 5,000,000

14.期末未払金 0

15.前期末前払金支払 0

16.預り金支払 0

当年度支出合計（Ｃ） 396,821,000

当年度収支差額（Ａ）-（Ｃ） △ 60,816,000

次年度繰越金（Ｂ）-（Ｃ） 18,766,000

支出合計（Ｄ） 415,587,000

2020年度予算書(案)

2020年4月1日から2021年3月31日

【第2号議案】



【法政大学後援会会則抜粋】

総会の議を経て決定する。

(1)会長および副会長は常任幹事より選出し、総務は常任幹事または幹事より選出する。

(2)常任幹事は幹事より選出する。  (3)幹事は会員より選出する。　(4)監査は相談役・顧問経験者より選出する。

人数については　　第７条に次のように規定している。

1．第８条１項３号　　幹事は会員より選出する。

新井　健一
あらい　けんいち

石田　勝行
いしだ　　かつゆき

稲木　裕加里
いなき　ゆかり

大口　泰孝
おおくち　やすたか

尾島　淳
おじま　じゅん

川島　和仁
かわしま　かずひと

喜多　紀州
きた　のりくに

桑原　宏隆
くわばら　ひろたか

小泉　千恵
こいずみ　ちえ

小出　由起子
こいで　ゆきこ

小林　孝一
こばやし　こういち

小林　こずえ
こばやし　こずえ

清水　真美子
しみず　まみこ

白鳥　高
しらとり　たかし

中島　順子
なかじま　じゅんこ

萩原　順子
はぎわら　じゅんこ

橋口　敏行
はしぐち　としゆき

原　利恵
はら　りえ

間瀬　頼彦
ませ　よりひこ

米元　麻枝
よねもと　あさえ　

和佐原　征一郎
わさはら　せいいちろう

渡邉　千恵
わたなべ　ちえ

山本　陽子
やまもと　ようこ

紫藤　尚利
しとう　なおとし

宮越　康成
みやこし　やすなり

以上

２年　幹事　　　　　1名(補充)

2020年度　法政大学後援会役員候補者(補充)

第８条　　第７条第１号から第６号までの役員については幹事会において役員の中から選出した選考委員をもって構成する選考委員会が次の各号により選出し、

(1)会  長　　　1名　　　　(2)副会長　　　4名以内　　　　(3)総  務　　　8名以内　　　　(4)監  査　　　2名　　　　(5)常任幹事　　　全学年30名以内
(6)幹  事　　　各学年22名以内　　　（7）以下略

１年　幹事　　　　　22名

３年　幹事　　　　　2名(補充)

【第3号議案】




