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公益財団法人伊予三島奨学会 

  

資料１ 



令和３年度事業報告（第１０期） 

（令和３年４月１日から令和４年３月 31日まで） 

 

Ⅰ 法人の概況 

 

１．設立年月日   昭和 43年 11月 14日 

公益財団法人移行年月日 平成 24年４月１日 

 

２．定款に定める目的 

本法人は、愛媛県出身の子弟のうち学業優秀品行方正な学生生徒で、経済的理由により修

学困難な者に対し奨学資金を貸与し、もって社会有用な人材を育成することを目的とする。 

 

３．定款に定める事業内容 

本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（1）奨学資金の貸与 

（2）その他この法人の目的を達成するため必要な事業  

 

４．所管官庁に関する事項 

愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課教職員厚生室 

 

５．主たる事務所の所在場所 

愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番 55号 

 

６．役員に関する事項 

 

令和３年度末(R4.3.31)現在役員等 

役職 氏 名 役職 任期 手当 備考 

顧問 井原  巧 (衆議院議員)  

無給 

 

篠原  実 （市長）  

鈴木 俊広 (県議会議員)  

井川 剛 (市議会議長) 第３回理事会で承認 

理事 

 

井川 髙幸 理事長 
令和２年６

月 15 日から

令和３年度

に関する評

議員会終結

の時まで  

重任 

東  誠 常務理事 重任 

髙岡  淳  重任 

鈴木 孝子  重任 

森實 達治  重任 

井上 治郎  重任 

井原  伸  重任 



監事 合田 英昭    重任 

髙橋 誠  就任 

R3.8.10就任 

評議員 髙橋 鐵造  

令和２年６月

１５日から令

和５年度に関

する評議員会

終結の時まで 

重任 

川島 繁一  重任 

高井啓治郎  重任 

薦田 京子  重任 

石川美千代  重任 

紀井 幸  重任 

宮崎 英樹  重任 

宇田 秀雄  重任 

瀬戸丸泰司  重任 

山下 博史  重任 

髙橋 孝典  重任 

 

役員等の異動状況 

種 別 
員 数 

増減 摘 要 
R3.4.1現在 R4.3.31現在 

顧 問 4名 4名 なし 
１名交代  

吉田善三郎氏退任により井川 剛氏就任 

理 事 7名 7名 なし  

監 事 2名 2名 なし 
１名交代  

坂上 秀樹氏退任により髙橋 誠氏就任 

評議員 11名 11名 なし  

計 24名 24名 なし  

 

７．職員に関する事項 

令和 4年 3月 31日現在 

職 務 氏 名 就任年月日 担任職務 手当 備考 

事務局長 宮下 浩  R3.6.14 経理責任者 

無給 

 

事務局 片岡 圭子 R3.4.1 出納責任者  

事務局 佐藤  崇 R2.4.1 経理出納等  

事務局 筱原 勇弥 H31.4.1 経理出納等  

事務局 尾崎 由紀子 R3.4.1 経理出納等  

 

８．許可、認可及び承認に関する事項 

な  し 

  



Ⅱ 事業の概況 

 

１．事業の実施状況 

(1) 奨学生の異動 

・令和 3年 4月 令和 3年度奨学生 10名（大学等 10名）を採用 

・令和 3年 9月 令和 4年度奨学生募集開始、結果 14名が応募 

・令和 4年 2月 奨学生選考委員会を開催し、11名（大学等 11名、高校 0名）の

採用を内定。 

・令和 4年 3月 奨学生 11名（大学等 11名、高校 0名）の採用を決定し、採用通

知発行。 

翌 4月償還開始予定者 12名に対し、借用証書の提出を求めた。 

 

(2) 奨学資金の貸与 

区分 貸与者数 貸与月額 年間貸与額       備考 

高校･高専生 1名 15,000円 180,000円  

大学等 35名 30,000円 12,210,000円 3 名中途終了 

計 36名  12,390,000円  

 

 

(3) 奨学金の貸与状況 

 前期末貸与残額 当期貸付額 当期償還額 当期末貸与残額 

令和３年度 61,837,000円 12,390,000円 10,857,000円 63,370,000円 

 

２．重要な契約に関する事項 

奨学会システムソフトウェアサポート契約 

  契 約 者：アカマツ㈱四国中央営業所 

  委託費用：30,000円 （年額） 

    契約期間：R3.4.1～R4.3.31 

 

 

奨学会財務会計システムソフトウェアサポート契約 

  契 約 者：アカマツ㈱四国中央営業所 

  委託費用：88,000円 （年額） 

    契約期間：R2.4.1～R5.3.31 

 

 

 

 

 



３．役員会等に関する事項 

（1）評議員会 

開 催 日 付 議 事 項 会議結果 

R3.6.14決議 

(第 1 回評議員会) 

 

議案第１号 令和２年度公益財団法人伊予三島奨学会決

算に承認を求めることについて 承 認 

R3.8.10決議 

(第 2 回評議員会) 

 

議案第２号 公益財団法人伊予三島奨学会監事の選任

について 承 認 

 

（2）理事会 

開 催 日 付 議 事 項 会議結果 

R3.5.20決議 

(第 1回理事会) 

議案第１号 令和２年度公益財団法人伊予三島奨学会事

業報告に承認を求めることについて 
承 認 

議案第２号 令和２年度公益財団法人伊予三島奨学会決

算に承認を求めることについて 
承 認 

議案第３号 公益財団法人伊予三島奨学会事務局長の

任命について 
承 認 

議案第４号 公益財団法人伊予三島奨学会定時評議員の

招集事項について 
承 認 

R3.7.20決議 

(第 2回理事会) 

議案第５号 公益財団法人伊予三島奨学会監事候補者

に議決を求めることについて 
承 認 

議案第６号 公益財団法人伊予三島奨学会定時評議員

会の招集事項について 
承 認 

R3.12.24決議 

(第 3回理事会) 

議案第７号 顧問の委嘱について 
承 認 

R4.3.25決議 

(第 4回理事会) 

議案第８号 令和４年度公益財団法人伊予三島奨学会事

業計画に承認を求めることについて 
承 認 

議案第９号 令和４年度公益財団法人伊予三島奨学会収

支予算に承認を求めることについて 
承 認 

議案第１０号 令和４年度公益財団法人伊予三島奨学会

資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類に承認を求めることについて 

承 認 

 

（3）奨学生選考委員会 

開 催 日 付 議 事 項 会議結果 

R4.2.28 令和４年度奨学生採用に係る選考について 
11名 

採用内定 

 

 



４．寄附金に関する事項（五十音順） 

                                              合計     109件   4,490,000円 

ご芳名（敬称略） 金 額（円） 目的事業 

アカマツ株式会社四国中央営業所 30,000 公益(元本維持) 

秋山工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

旭調木株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社井川商会 30,000 公益(元本維持) 

石﨑商事株式会社 30,000 公益(元本維持) 

石村建築設計事務所 30,000 公益(元本維持) 

株式会社猪川商店 30,000 公益(元本維持) 

井原工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社今村紙工 30,000 公益(元本維持) 

株式会社伊予銀行三島支店 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ウスイ電業 30,000 公益(元本維持) 

うま農業協同組合 30,000 公益(元本維持) 

永豊機械株式会社 30,000 公益(元本維持) 

エノキパルプ鉄工株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社愛媛新聞社 東予支社 30,000 公益(元本維持) 

愛媛トヨペット株式会社 30,000 公益(元本維持) 

オー・ジー株式会社四国支店 30,000 公益(元本維持) 

大髙製紙株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社大原商會 30,000 公益(元本維持) 

カクケイ株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社加地工業 30,000 公益(元本維持) 

川之江造機株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社関西クリーン 30,000 公益(元本維持) 

環美興業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社協栄電機 30,000 公益(元本維持) 

協和紙工株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社久保土建 30,000 公益(元本維持) 

合鹿製紙有限会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ゴウダ 30,000 公益(元本維持) 

高知パルプ工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

江南ラミネート株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ゴークラ 30,000 公益(元本維持) 



株式会社近藤リメイク 30,000 公益(元本維持) 

坂上 秀樹 300,000 公益(元本維持) 

株式会社サクラ・シノコウ 30,000 公益(元本維持) 

有限会社佐々木工業 30,000 公益(元本維持) 

佐々木紙工株式会社 30,000 公益(元本維持) 

サトー産業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

三栄紙業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

三星道路株式会社 30,000 公益(元本維持) 

三星生コンクリート株式会社 30,000 公益(元本維持) 

ＪＢＡ税理士法人 30,000 公益(元本維持) 

四国紙販売株式会社 300,000 公益(元本維持) 

四国大王会事務局 30,000 公益(元本維持) 

四国竹林塗装工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

四国中央開発株式会社 30,000 公益(元本維持) 

東予交通株式会社四国中央自動車学校 30,000 公益(元本維持) 

株式会社四国中央レポート 30,000 公益(元本維持) 

四国テクノ株式会社 30,000 公益(元本維持) 

ジャスティン株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社新宮運送 30,000 公益(元本維持) 

株式会社新興 30,000 公益(元本維持) 

株式会社秦泉寺組 30,000 公益(元本維持) 

シンワ株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社誠聖工業 30,000 公益(元本維持) 

石和設備工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社瀬戸内組 30,000 公益(元本維持) 

ソーダニッカ株式会社高松支店 30,000 公益(元本維持) 

税理士法人アクティーフ 30,000 公益(元本維持) 

損害保険ジャパン株式会社 30,000 公益(元本維持) 

大栄製紙株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社大栄パルプ作業 30,000 公益(元本維持) 

大王海運株式会社 200,000 公益(元本維持) 

大王製紙株式会社 500,000 公益(元本維持) 

タイカワ運輸株式会社 30,000 公益(元本維持) 

タイカワ商事株式会社 30,000 公益(元本維持) 



株式会社大輝 30,000 公益(元本維持) 

大黒工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社大パ作業 30,000 公益(元本維持) 

株式会社大和商會 30,000 公益(元本維持) 

大和紡績株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社 高橋栄商店 30,000 公益(元本維持) 

高松帝酸株式会社新居浜事業所 30,000 公益(元本維持) 

株式会社滝田工業 30,000 公益(元本維持) 

株式会社瀧本鉄工建設 30,000 公益(元本維持) 

田辺 敏文 50,000 公益(元本維持) 

土居株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社中西電気商会 30,000 公益(元本維持) 

南流勢運輸株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ニッキ 30,000 公益(元本維持) 

ニッソー技研株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社仁野鉄工 30,000 公益(元本維持) 

株式会社浜田工業 30,000 公益(元本維持) 

ハリマ化成株式会社四国営業所 30,000 公益(元本維持) 

飛鷹生コンクリート株式会社 30,000 公益(元本維持) 

福助工業株式会社 50,000 公益(元本維持) 

株式会社プレミアム 30,000 公益(元本維持) 

株式会社フロントエンド 30,000 公益(元本維持) 

株式会社マサノ 30,000 公益(元本維持) 

松岡工業有限会社 30,000 公益(元本維持) 

丸善商事株式会社 30,000 公益(元本維持) 

丸八商工株式会社 30,000 公益(元本維持) 

三島運輸株式会社 30,000 公益(元本維持) 

三田工業株式会社 30,000 公益(元本維持) 

有限会社宮内組 30,000 公益(元本維持) 

有限会社三宅石油店 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ミヤザキ 30,000 公益(元本維持) 

有限会社宮崎組 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ミヤザキスポーツ 30,000 公益(元本維持) 

株式会社三好鉄工所 30,000 公益(元本維持) 



株式会社モリオト 30,000 公益(元本維持) 

森川株式会社 30,000 公益(元本維持) 

森実機工株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社ヤスハラ 30,000 公益(元本維持) 

山下 博史 30,000 公益(元本維持) 

大和川紙工株式会社四国工場 30,000 公益(元本維持) 

山中商事株式会社 30,000 公益(元本維持) 

株式会社よしだ 30,000 公益(元本維持) 

リュウグウ株式会社 30,000 公益(元本維持) 

 

 

５．正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 

科  目 R3.3.31現在 R4.3.31現在 増  減 

資 産 273,610,148円 278,768,946円 5,158,798円 

負 債 0円 0円 0円 

正味財産 273,610,148円 278,768,94 

6円 

5,158,798円 

 

６．その他重要事項 

な  し 

 

Ⅲ決算期後に生じた法人の状況等に関する重要な事実 

 

な  し 

 


