
法政大学総長

廣瀬 克哉

後援会への感謝と期待

　2020年度は、大学もコロナ禍のなかの１年となり
ました。授業はオンラインが中心となり、キャンパ
スにほとんど通学することなく学年を終えた学生も
少なくありませんでした。家計の急変や、アルバイ
ト機会の減少などによって経済的にも学生の受けた
影響は小さくありませんでした。後援会からは、新
型コロナウィルス感染症禍に伴う家計急変奨学金事
業に対する多額の寄付によってご支援をいただきま
した。この場をお借りして深く感謝申し上げます。
　2021年度は昨年度経験したオンラインの可能性と限
界の両面を踏まえ、感染状況をにらみながら、効果的
にオンライン授業と対面授業を組み合わせて教育活動
を展開していきます。しかし、先の見えない閉塞感の
中で、学生の心理的な困難には深刻なものがありま
す。大学として最大限の努力をしていく所存ですが、
ご家族でしかできない支えもあるかと思います。大学
と後援会の連携をさらに深めながら、この困難な状況
下での学生生活が少しでも充実したものとできるよ
う、引き続きよろしくお願い致します。
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　ご入学おめでとうございます。

　法政大学後援会は、本学に入学された学部学

生全ての父母・保証人の皆様が会員となり、首

都圏および北海道から沖縄までの全国36支部に

より構成され、現在会員数は約2万7千人を数え

ます。

　本会は、戦後間もない1947年、荒廃した教育

環境を立て直すため、物心両面で学生と大学を

支援しようとの想いから、保護者自らが立ち上

げた他大学では例を見ない歴史と伝統のある組

織です。

　設立から今日に至るまで、本会は「子供の母校

は、わが母校」を合言葉に、一貫して会員のボラ

ンティアによる自主的な運営を行っております。会則で定められた「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」という目的のもと、学生の学びに対する支援を第一に

考え、それに関連した、大学が実施する教育事業や課外活動を助成してきました。

　この「会員のための大学ガイドブック」は、大学と連携して、本会会員向けの情

報冊子として発行しています。大学と後援会の歴史や概要、学生生活などの情報

がわかりやすくコンパクトにまとめられています。ご子息・ご息女の学んでいる

環境や学生生活へのご理解を深めるために本冊子をご活用していただければ幸い

です。また、広報誌「法政」や後援会のホームページにおいても、後援会活動に関

する様々な情報を定期的に発信しておりますので、是非、ご覧ください。

　昨年来の新型コロナウイルス感染症拡大による先行き不透明な状況におい

て、制約条件下での学びを余儀なくされている学生のために、後援会として、

大学と連携して最大限の支援に努めて参ります。会員の皆様には、後援会活動

へのご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　併せて、ご意見・ご要望がございましたら、下記事務局までご連絡ください。

「会員のための大学ガイドブック」発行にあたって

法政大学後援会事務局
〒 102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-3 法政大学九段校舎 4F

TEL：03-3264-9350・4120　FAX：03-3264-9367　E-mail：koenkai@hosei.ac.jp

法政大学後援会会長

友利 方彦

［後援会ウェブサイト］
https://www.hosei-koenkai.org/
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法政大学後援会について 事業

北海道

東北

中部
首都圏

北陸

近畿
中国

四国九州

沖縄

関東

北海道支部：459人

関西支部：439人

鳥取・島根県支部：25人
岡山県支部：  73人
広島県支部：138人
山口県支部：  59人

新潟県支部：304人
山梨県支部：181人
長野県支部：365人

茨城県支部：600人
栃木県支部：346人
群馬県支部：406人

徳島県支部：28人
香川県支部：52人
愛媛県支部：63人
高知県支部：28人

静　岡支部：335人
浜　松支部：189人
東　海支部：762人

富山県支部：98人
石川県支部：86人
福井県支部：52人

首都圏：19,621人

沖縄県支部：82人

甲信越

青森県支部：  98人
岩手県支部：  99人
宮城県支部：222人
秋田県支部：  61人
山形県支部：  79人
福　島支部：  50人
郡　山支部：164人

福岡県支部：277人
佐賀・長崎県支部：71人
熊本県支部：95人
大分県支部：49人
宮崎県支部：37人
鹿児島県支部：55人

2021 年度
支部別会員数

「子どもの母校は、我が母校」
～学生の学問と学校生活に対する満足度向上のために～

１．会員　　　法政大学に在籍する学部学生すべての父母・保証人　全国約27,000人
２．目的　　　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を目的とする。
３．発足　　　1947年
４．主な事業　（１）学生と大学への助成
　　　　　　　（２）広報関係への助成
　　　　　　　（３）支部総会・父母懇談会・首都圏父母懇談会の開催
　　　　　　　（４）後援会奨学金の策定と運用
５．経費　　　（１）会費（毎年度授業料納入時に大学が代理徴収）および入会金（新会員のみ）
　　　　　　　（２）寄付金
６．組織　　　（１）法政大学後援会会則に則り役員を置く
　　　　　　　（２）全国に36支部を設置する（2021年4月現在）
７．運営　　　会員から選ばれた後援会役員によるボランティア活動
８．事業予算　約4億1,000万円（2020年度事業予算）

（2021 年 5 月 11 日現在）

1. 学生と大学への助成

　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・備品等の大
学への助成・寄贈を行います。

3. 広報活動の推進

　広報誌「法政」の制作費等の補助を行い、「後
援会だより」のページを充実させていきます。
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、後援会ウェブサイトを充実させ、
各活動報告やスポーツ応援などの情報発信を行
います。

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、また、新入生父母の集いは、
新入生保護者の不安解消のために、全国の支部
で行われており、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
も積極的に行ってまいります。

4. 自然災害等被災（含むコロナ困窮）
　 学生への支援

　自然災害等に被災（含むコロナ困窮）した学生
への就学特別支援を実施します。
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子どもの母校は、我が母校

会員のための大学ガイドブック
─2021─

保存用

後援会は学部学生すべての父母・保証人が会員です

問い合わせ電話番号と関連記事

■後援会については　2～14頁 後援会事務局 03-3264-9350・4120

■学費については　
　•学費の納付　22頁  経理課 03-3264-9270
　•奨学金　23～28頁
　　市ケ谷キャンパス  学生センター厚生課 03-3264-9486
　　多摩キャンパス  学生センター多摩学生生活課 042-783-2151
　　小金井キャンパス  学生センター小金井学生生活課 042-387-6011

■学生生活については　19～34頁
　•診療所　29頁
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-9503
　　多摩キャンパス    042-783-2161
　　小金井キャンパス    042-387-6051
　•学生相談室（学生の悩み事相談）　30頁　　
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-9493
　　多摩キャンパス    042-783-2158
　　小金井キャンパス    042-387-6050
　•障がい学生支援室　30頁　　
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-6718
　　多摩キャンパス    042-783-4038
　　小金井キャンパス    042-387-4556
　•ハラスメント相談室　31頁
　　市ケ谷キャンパス    03-3264-4409
　•父母・保証人・住所の変更　22頁
　　市ケ谷キャンパス  学生センター市ケ谷学生生活課 03-3264-9476
　　多摩キャンパス    各学部（＊印）
　　小金井キャンパス  学生センター小金井学生生活課 042-387-6010
　
■学業については　16～18頁
　•成績、進級・卒業要件、資格
　　市ケ谷キャンパス  法学部 ＊03-3264-9323
　  文学部 ＊03-3264-9324
　  経営学部 ＊03-3264-9332
  国際文化学部 ＊03-3264-9345
  人間環境学部 ＊03-3264-9327
　  キャリアデザイン学部 ＊03-3264-9341
  デザイン工学部 ＊03-5228-3721
  グローバル教養学部 ＊03-3264-5805
　　多摩キャンパス  経済学部 ＊042-783-2503
  社会学部 ＊042-783-2352
  現代福祉学部 ＊042-783-2806
  スポーツ健康学部 ＊042-783-3003
　　小金井キャンパス  理工学部 ＊042-387-6033
  情報科学部 ＊042-387-6023
  生命科学部 ＊042-387-6406
　•講座　40・41頁  公務人材育成センター ＊03-3264-6285
  高度会計人育成センター ＊03-3264-9330
　•海外留学・派遣留学制度　66～68頁 グローバル教育センター国際交流課 ＊03-3264-9662
　•SAプログラム   67頁
　　市ケ谷の学部のSA  グローバル教育センター国際交流課SA担当 ＊03-3264-4286
　　多摩・小金井学部のSA 各学部（＊印）
　•大学院　77頁
　
■就職については　36～44頁
　市ケ谷キャンパス  キャリアセンター市ケ谷事務課 ＊03-3264-9604
　多摩キャンパス  キャリアセンター多摩事務課 ＊042-783-2173
　小金井キャンパス  キャリアセンター小金井事務課 ＊042-387-6045

2021年6月発行

備品の寄贈・図書購入の補助・各種講座の助成等、学生
と大学への支援は多岐に渡ります 首都圏父母懇談会

支援学生からは感謝の言葉が寄せられています
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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・父母懇談会」を36支部で開催
　（7/3～8/29）

・父母懇談会は重要な活動の一つであり、現会員の参加者数の
増加と満足度向上を目指し取り組む。
本年度も情報交換会や個別相談などの充実を図る。

・支部総会・父母懇談会の開催については、新型コロナウィルス
感染状況に鑑み、各支部に開催方法を一任する。

・首都圏父母懇談会は、各キャンパスの特色を生かし、個別日程
で開催予定。

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

　市ヶ谷キャンパス（10/3）
　小金井キャンパス（10/10）
　多摩キャンパス（10/16）

2.後援会活動の活性化と
適正化

・各種会議へ参加（※1）
・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、父母懇談会、支部長会議、運営会議
などの各種会議を活用し、活動のあり方について意見交換を行
うとともに、後援会活動の活性化と適正化に向けた検討を行う。

3.支部における諸活動
　（任意）
　（※1）

・新入生父母の集い
・キャンパス見学や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

・新入生父母の集いの開催については、新型コロナウィルス感染
状況に鑑み、各支部に開催方法を一任する。

・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する。
・支部会員によるキャンパス見学会などの実施。

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
・広報活動などへの補助
・その他、学生・大学活動への助成

・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。

・後援会支部出身者向けの奨学金制度創設の検討を継続。
・「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／インターンシップ手帳作成、その他の
助成。

・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。

　併せて、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。

6.大学関係者との
　連携強化
　（※1）

・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」との各種懇談会の実施。

・校友会との懇談会を実施するほか、校友会主催の諸行事や会
議などへ参加。

7.HSC（HOSEI‥SPORTS‥
COMMUNITY）・学生
支援

　（※2）

・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
　（※1）

・対外組織との連携
・関西大学教育後援会などとの交流および連携。
・「東京私立大学父母･保護者の会」事務局連絡会への参加。

■後援会の主な事業

事業

後援会賞表彰副学長・学部長・学生センター長・後援会懇談会

月 日 曜日 行　事 内　容

4月 3日 土 入学式 大学行事、後援会会長が後援会の活動について説明

5月 ‥15日 土 幹事会
（オンライン会議） 後援会の役員会。決算報告、予算案等を審議

6月 5日 土

支部長会議
（オンライン会議） 後援会事業と支部総会・父母懇談会について打ち合せ

総会（WEB表決） 事業報告・決算報告、事業計画・予算案、2021年度
役員を審議決定

7月 校友会との懇談会 大学発展のために、校友会と後援会が年1回行う懇談会

7月～8月 土・日
支部総会・父母懇談会
（WEB表決・オンライン・
会場）

全国36支部で開催 総長、理事、副学長、学部長、就職
関係職員が講演や説明を行う

10月

3日 日 首都圏父母懇談会
（市ケ谷キャンパス）

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県在住の会員を対象
に各キャンパスごとに開催。講演等が行われる。（多摩キャ
ンパスは多摩祭と同日開催。）

10日 日 首都圏父母懇談会
（小金井キャンパス）

16日 土 首都圏父母懇談会
（多摩キャンパス）

１１月

13日 土
支部長会議（支部長懇談会） 支部活動の報告と意見交換

副学長・学部長・学生セ
ンター長・後援会懇談会

支部父母懇談会で会員から寄せられた質問等に副学長・
学部長・学生センター長が回答

14日 日 支部長会議 支部総会・父母懇談会の報告、活動の情報交換

24日 水 総長・学内理事との懇談会 総長・学内理事と後援会運営委員が会談

１月 8日 土 オール法政賀詞交歓会 総長をはじめとする法政関係者が集う新年会

3月
5日 土

幹事会 後援会の役員会。暫定予算などを審議

後援会賞／外国人留学生
表彰

スポーツでの活躍、難関試験を突破した学生などを表彰／
国際交流に尽くした外国人留学生表彰

24日 木 学位授与式 大学行事、日本武道館にて開催

■2021年度後援会の主な年間行事

2021年度（2021年4月～2022年3月）の主な事業計画は以下のとおりです

※ 1　21 年度は、新型コロナウィルス感染症等の拡大状況により、活動内容や開催方法を都度判断する。
※ 2　各種団体の応援ガイドラインなどに基づきサポートを行う。
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2020 年度 収支予算　2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 3 月 31 日

【収入の部】

科目（款） 2020年度予算額

１.一般収入 22,966

２.雑収入 135

３.積立金・引当資産からの繰入 10,500

４.預り金収入 0

当年度収入合計（Ａ） 33,601

前年度繰越金 7,958

収入合計（Ｂ） 41,559

【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 10,000

２.学生支援費 9,869

３.会員情報費 2,990

４.会員行事費 684

５.役員活動費 1,075

６.企画運営費 2,262

７.人件費 1,200

８.学生支援積立金 11,000

９.後援会積立金 0

10.引当資産 100

11.未払金支払 3

12.前払金 0

13.予備費 500

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） 39,683

当年度収支差額（Ａ）-（Ｃ） △ 6,082

次年度繰越金（Ｂ）-（Ｃ） 1,876

支出合計（Ｄ） 41,559

（単位：万円）

経常費

六大学野球応援

六大学野球応援

甲子園ボウル（アメフト）

箱根駅伝

（注）上記の表の金額は万円未満を四捨五入しているため、合計の数値が計算
上一致しない場合がある。

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　10,000万円 10,000 自然災害等（含むコロナ困窮）の被災学生を支援

2）学生支援費　9,869万円 9,869 学生や大学への助成費

後援会賞　157万円
後援会賞 131 後援会が学生を表彰。対象－難関試験等の合格者、スポー

ツで顕著な活躍をした学生を対象

外国人留学生表彰 26 対象－国際交流に貢献した外国人留学生を対象

後援会特別支援費　2,000万円 後援会特別支援費 2,000 LU募金に積立

寄贈品　930万円
寄贈備品 220 学生団体高額機材購入支援

寄贈図書 710 学習用・視聴覚教材・開架図書・電子図書購入補助

奨学・奨励金　2,000万円 海外留学奨学金 2,000 派遣留学生奨学金経費一部補助

学習・就職支援　112万円 各種講座助成費 112 教員採用試験二次対策講座補助、自主マスコミ講座合宿費
用一部補助

課外活動支援　2,874万円

ピアサポート助成費 450 課外教養プログラム、ボランティアセンターイベント等実
施する活動に補助

課外活動助成費 936

各サークルの運営活動の補助、小金井学術発表会への補
助、契約宿舎利用補助（ゼミ）の一部補助、市ケ谷・多摩・
小金井トレーニングルームの機器保守点検費用、市ケ谷ト
レーニングマシン購入他

体育会助成費 1,468 「スポーツ安全保険」への加入補助、各部運営補助、遠征補
助、激励金

留学生助成費 20 スピーチコンテストへの補助、総留学生会活動補助

学生行事支援　379万円

新入生歓迎会 105 学生が主催する3キャンパスの新入生歓迎会に補助

卒業祝賀会 114 各学科ごとに30,000円補助

大学祭 127 法政祭（市ケ谷）環境対策費補助、多摩祭環境対策費補助、
小金井祭環境対策費補助

各種大会補助 33 多摩スポーツフェスティバル補助、小金井スポーツ大会補助

記念品代　1,288万円 学生記念品費 1,288
新入生向け校歌・応援歌配信、大学ホームページ用動画作
成補助。学生手帳作成費。就職活動手帳作成補助。イン
ターンシップ手帳作成補助

祝金　110万円 祝金 110 大学関係行事・祝賀会祝金

弔慰金　20万円 学生弔慰金 20 学生の死去に香典2万円

3）会員情報費　2,990万円 2,990 会員への情報発信のための費用

広報誌｢法政｣　2,663万円
広報誌「法政」作成補助 1,653 大学が制作し、年8回発行している広報誌「法政」の作成お

よび会員への郵送代の補助広報誌「法政」郵送費 1,010 

大学ガイドブック　277万円
大学ガイドブック作成費 198 新入生父母保証人に送付する「会員のための大学ガイド

ブック」の作成と郵送代大学ガイドブック郵送費 79 

ホームページ　50万円 ホームページ維持費 50 後援会ホームページ維持、運用費用

（単位：万円）

2020 年度収支予算

■大学および学生への支援費・会員への情報費（2020年度予算）

（注）上記の表の金額は万円未満を四捨五入しているため、合計の数値が計算上一致しない場合がある。
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法政大学後援会組織図

法政大学後援会の運営諸機関

　後援会は、次の機関で運営しています。

機関名称 構成員等 機能・役割等

運営会議
会長、副会長4名以内、総務8名以内
会長、副会長は常任幹事より、
総務は幹事または常任幹事より選出

会長は本会の代表
副会長は会長を補佐
会務の企画・実施

監査 2名を相談役・顧問経験者より選出 会務および会計を監査（5月、12月）

常任幹事会 運営委員、常任幹事
常任幹事は幹事より30名以内を選出

会務に参画し、常時会務を掌理し、予算その他重要事項を
審議

幹事会
運営委員、常任幹事、幹事、相談役、顧問、
常任参与、参与
幹事は各学年会員より22名以内を選出

決算・予算・事業計画、その他重要事項を審議
暫定予算の審議決定
年2回開催（3月、5月）

支部長会議 運営委員ならびに各支部より支部長と支部役員1名
後援会事業および支部総会・父母懇談会等支部活動に関す
る事項を審議
年2回開催（6月、11月）

総会 全役員および父母保証人（会員） 決算、予算、その他重要事項を審議決定
定例年1回（6月）

支部総会 支部役員および支部会員 支部の決算、予算、その他重要事項を審議
支部役員会 支部長および支部役員 支部の運営を協議

＊相談役、顧問は若干名を幹事会で推薦　＊常任参与、参与は、若干名で大学の後援会関連事務部局の所属長、管理職

学部長

副学長

大学役員 (総長、理事 )

会　長

副
会
長

副
会
長

副
会
長

副
会
長

総 

務
総 

務
総 

務
総 

務
総 

務
総 

務
総 

務
総 

務

事
務
局

支部長（36名）
（36 支部）

会　　　　　　　　　　員

支部役員
（36支部）常　任　幹　事

（全学年 30名以内）

幹　　　　事
（各学年 22名以内）

相
談
役

顧　

問

常任参与（大学関係部長）
法人統括本部長
環境保全統括本部長
教育支援統括本部長
学生支援統括本部長
学術支援統括本部長
卒業生・後援会連携室 部長
経理部長
多摩事務部長
小金井事務部長

参与（大学関係課長）

内は、後援会役員

内は、幹事会

内は、常任幹事会

内は、運営会議

監
査

監
査

（4名以内）

（8名以内）

会務を円滑に進めるために各種の役員会が
機能的に活動しています。

法政大学後援会寄贈

ロールバックチェア外濠校舎薩埵ホール
（市ケ谷キャンパス）

ロールバックチェア東館2階体育館
（小金井キャンパス）　

富士見ゲート「オレンジホール」移動観覧席
(市ケ谷キャンパス)

野外用テーブルチェアー（多摩キャンパス）

構内循環バス（多摩キャンパス） トレーニングマシン（多摩キャンパス）

チアリーディング部衣装 小金井キャンパス開設50周年記念時計塔
(小金井キャンパス)

応援旗

テーブルとイス

　学生と大学への助成の一環としての機器備品等の寄贈の一例です
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