
 

     第１号議案  令和３年度事業報告承認の件                学校法人宮野学園 

         

          令和３年度事業報告 
 

      令和３年度に実施した主な事業の概要は次のとおりである。 

 

１、愛知県及び豊橋市・豊川市の高等専修学校に対する補助金の状況について私学 

教育の健全なる発展と経営の安定化を図るとともに、併せて教育費の父母負担の 

軽減と教育条件向上のため、愛知県より令和３年度の経常費補助金として 12,6 

62,000 円が交付された。高等課程生徒一人当たり 171,108 円が交付された。 

また、高等課程に対する愛知県の授業料軽減補助金は 24,056,000 円、豊橋市・ 

       豊川市私立学校授業料補助金は 117,600 円が交付された。 

 

【専修学校高等課程授業料軽減補助金実施状況】 

●第一四半期支払  ７月  １日 

●第二四半期支払 １０月 １日 

●第三四半期支払 １２月１５日 

●第四四半期支払  ３月２３日 の年４回に分けて還付し実施された。 

 

   １年生（年額）   ２年生（年額）   ３年生（年額） 

甲① ４４４，０００円  ４２３，６００円  ４２３，６００円 

甲② ４４４，０００円  ４２３，６００円  ４２３，６００円 

乙  ２１９，６００円  ２１６，０００円  ２１２，４００円 

その他 １１８，８００円  １１８，８００円  １１８，８００円 

※上記金額は就学支援金及び通信制併修校分を含む。 

 

       【専修学校高等課程入学納付金補助実施状況】 

        本年度より入学納付金の補助制度が実施され、通信制併修分併せて 1,152, 

000 円が交付された。 

        １人当たりの補助額 

            （本 校）    甲 ２０，０００円  乙 ２０，０００円  

            （併修校）    甲  ４，０００円  乙  ２，１００円 

                     実施日：７月 1 日  対象生徒：２１名 

 

２、技能連携事業（スクーリング）について 

毎年、技能連携校である愛知産業大学三河高等学校と年３回技能連携協定に基づき、 

スクーリングを実施する。各回とも生徒全員が出席し各学年・教科目ごとの課題を履 

修した。また新型コロナ感染症禍の中、最大限の感染防止対策で無事終了した。 

【実施状況】 

第１回    ５月１５日（土） ～本校校舎において  

第２回  ７月 ３日（土） ～    〃 

第３回 １１月１３日（土） ～    〃 

 

              －１－ 



 

 

３、広報事業について 

  毎年、高等課程の学校活動内容の広報及び生徒募集活動の一環のために体験入学 

・オープンスクール・学校説明会を実施した。 

 本年度も昨年に引き続き新型コロナウィルス感染症の影響は多少あったが募集活 

動は予定通り行われた。 

【高等課程】～主に中学生３年生を対象（中学校主催を含む） 

５月１０日～５月２８日、６月１５日～６月１８日、７月１０日、８月２０日  

９月１３日～９月２２日、１０月１２日～１３日、１１月２日～１１月４日 

１１月１０日～１１月１８日、１１月２７日、１２月４日、１２月１１日 

１２月１８日の５０日間実施した。  

延べ参加人数：約４，３００名 

 

４、学校の広報活動について 

毎年、各中学校校長からの要請を受け東三河中心に各中学校の訪問ならびに校内 

進路説明会に参加し、広報を行った。 

 

【高等課程） ５月、６月、７月、９月、１０月、１１月、１２月、２月   

中学校進路説明会ならびに校内進路説明会に参加し４３校訪問した。 

 

       【広 報 誌】 進学ガイド誌１社、新聞広告３紙、インターネット２社に掲載し 

広報活動の促進を図った。 

  

       【高等専修学校展】高等専修学校の広報活動の一環として、学校別進学相談会を 

                実施する。 

                開催日：１０月９日（土） 

                場 所：ナディアパーク３階デザインホール 

                参加者：中学生・保護者１２４組  

 

      ５、愛知県中学校校長会主催高等専修学校合同説明会の参加について 

毎年、専修学校高等課程の進路促進及び学校内容の理解促進の一環として名古屋 

市教育センターにおいて令和３年度入試要項及び学校の特色などを説明した。中で 

も来年から導入される WEB出願に大きな関心が寄せられた。 

        県内中学校４３１校進路指導担当者約６００名が参加した。 

 

       【高等課程実施日】 １０月１２日（火） 

                 １０月１３日（水） の２日間で実施。 

                    

６、地域との活動・交流について 

【高等課程】   実施日：９月２４日（金） 

毎年恒例の社会教育活動の一環として清掃ボランティア活動を実施する。 

 昨年は新型コロナ感染症拡大で実施できなかったが、感染症対策を充分にとり 

本年度は予定通り実施できた。 

 

               ―２－ 



       

 

【高等課程】 毎年恒例の救急救命の体験を保健教育活動の一環として実施する普 

      通救命講習会（ＡＥＤ講習）を実施した。新型コロナウィルス感染症 

拡大のため当初予定していた計画を大幅に変更して豊橋市中消防署に 

おいて実施された。 

 

実施日：１２月２１日（火）・２２日（水）～３年生全員参加 

     ２月 ８日（火）・１５日（火）～２年生全員参加 

       

７、慈善活動について 

 ●毎年恒例の高等課程学園祭「チャリティ募金」活動は新型コロナ感染症防止 

  の観点から学園祭中止のため活動中止となった。 

    

●毎年恒例の「全校歳末助け合い募金」活動を実施し全校生徒が参加した。 

豊橋善意銀行にチャリティ募金 20,788 円を寄付する。～１２月 

                          

●毎年恒例の「全校歳末助け合い募金」活動を実施する。 

中日新聞社社会事業団に 10,000円を寄附する。～１２月 

                         

 

      ８、研修旅行・修学旅行について 

毎年恒例の社会教育および自己啓発の一環として体験研修及び旅行を実施した。 

 当初の６月実施予定が新型コロナ感染症拡大の影響で延期され１１月の実施とな 

った。 

 

【高等課程】実 施 日：１１月３日～１１月５日（２泊３日） 

   旅 行 先：沖縄本島 

   参 加 者：３年生徒全員、教員１名、添乗員１名 

                                    

９、各種資格取得事業について 

毎年、各種検定試験を実施し、高等課程の技能及び資格取得の向上に努める。 

【各種検定試験実施状況】 

  ●  ４月１５日   ｻｰﾃｨﾌｧｲ Illustrater ｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験を実施。 

●  ４月２２日  ｻｰﾃｨﾌｧｲ PhotoShop ｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験を実施。 

        ● ６月 ４日 Word 文書処理技能認定試験を実施。 

 ● ６月２０日 全商電卓実務検定試験を実施。 

 ● ７月 ４日 全商ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験を実施。 

 ● ７月 ５日 日検ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成検定試験を実施。 

 ● ７月１２日 日検ｽﾋﾟｰﾄﾞ日本語検定試験を実施。 

 ● ７月１４日 日検ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成検定試験を実施。 

 ● ７月１４日 パソコン検定試験を実施。 

 ●  ７月１５日  日検日本語ﾜｰﾌﾟﾛ検定試験を実施。 

 ● ７月１５日 日検ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成検定試験を実施。 

  ●  ７月１６日 日検情報処理ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定試験を実施。 

                      ―３－ 



 

●  ８月 ２日 校内早打ちタイピングコンテストを実施。 

●  ９月 ２日 Word 文書処理技能認定試験を実施。 

●  ９月２６日 全商情報処理検定試験を実施。 

        ● ９月３０日 WEB クリエイター能力認定試験を実施。 

●１０月 １日 Excel 表計算処理技能認定試験を実施。 

●１０月 １日 日検 PowerPoint ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技能認定試験を実施。 

                      ●１０月１０日 日検日本語ﾜｰﾌﾟﾛ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成・ｽﾋﾟｰﾄﾞ日本語検定試験を実施。 

        ●１０月１０日 日検ｽﾋﾟｰﾄﾞ英語・文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ検定試験を実施。   

●１０月１７日 日本漢字能力検定試験を実施。 

        ●１０月２０日 Excel 表計算処理技能認定試験を実施。 

        ●１１月１１日 硬筆書写技能認定試験を実施。 

●１１月１４日 全商電卓実務検定試験を実施。 

                      ●１１月１６日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ Web ｸﾘｴｲﾀｰ能力認定試験を実施。 

                      ●１１月１６日 日検 Excel表計算処理技能認定試験を実施。 

●１１月２８日 全商ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定試験を実施。 

        ●１２月 ５日 日検文書ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成・ｽﾋﾟｰﾄﾞ日本語・英語検定試験を実施。 

●１２月 ９日 PowerPoint ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ作成検定試験を実施。 

        ●１２月 ９日 パソコン検定試験を実施。 

● １月２３日 全商簿記実務検定試験を実施。 

● ２月 ６日 全商商業経済検定試験を実施。 

● ２月１０日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ Access ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ技能認定試験を実施。 

        ● ２月１２日 日検ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ検定試験を実施。 

                      ●  ２月１２日 日検ｽﾋﾟｰﾄﾞ日本語・英文検定試験を実施。 

                      ● ２月１２日 日検文書デザイン検定試験を実施。 

          ●  ２月１４日 日検ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ作成検定試験を実施。 

                      ●  ２月１６日 日検ｽﾋﾟｰﾄﾞ日本語・英語試験を実施。 

● ２月１７日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ PowerPoint ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ技能認定試験を実施。 

        ● ２月１７日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ Word 文書処理技能認定試験を実施。 

        ● ３月 ９日 ｻｰﾃｨﾌｧｲ PhotoShop 技能認定試験を実施。 

        ● ３月１１日 Access ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ技能認定試験を実施。 

        ● ３月１５日 Photoshop クリエイター能力認定試験を実施。 

        ● ３月１７日 パソコン検定試験を実施。 

                      

      １０、校外学習の実施について 

毎年、社会教育の一環として校外学習を実施する。 

当初５月１４日（金）を予定していたが新型コロナ感染症拡大防止の観点から 

実施日を変更して実施した。 

【高等課程】実 施 日：１１月１９日（金） 

場   所：犬山モンキーパーク・明治村 

参 加 者：生徒・教職員全員が参加した。             

          

      １１、学園祭・総合作品展について 

         毎年、生徒の日頃の学習成果を発表する場として高等祭開催を予定していた 

        が新型コロナ感染症拡大防止（密集等）の観点から本年度も開催を中止した。 

                       ―４－ 



 

 

 

      １２、スポーツ大会の実施について 

         毎年、スポーツを通して健全な精神と体力の向上を図るとともに、学年間の 

        交流及び親睦を目的にスポーツ大会を実施した。新型コロナ感染症拡大防止の 

対策を充分講じて「夏季クラスマッチ」および「秋季スポーツ大会」を実施した。 

【高等課程】実施日 

      ７月１６日（金）～夏季クラスマッチ（ドッジボール） 

     １０月 ８日（金）～秋季スポーツ大会（バドミントン） 

                         

 

１３、理事会・評議員会の開催について 

   令和元年度の開催の会議は次のとおりである。 

   （１）理事会     ２回 

   （２）評議員会    ２回 

   （３）監査会     １回 

 

【第１回監査会】 

５月１５日（土）本校（学園本部）１階会議室において開催され、令和 

        ２年度の学校法人宮野学園の業務ならびに財産の状況について監査を実施 

した。監査の結果、業務ならびに財産の状況は適正なものと承認された。 

 

【第１回理事会・評議員会】 

５月２２日(土) 本校（学園本部）１階会議室においてそれぞれ開催され 

令和２年度事業報告承認及び決算報告ならびに監査報告承認、学園学則変更 

について協議の結果、いずれも原案通り可決承認された。 

 

              

        【第２回理事会・評議員会】 

         ２月２６日（土）本校（学園本部）１階会議室に於いてそれぞれ開催され 

        宮野学園の令和３年度収支予算書修正承認の件ならびに令和４度収支予算承 

認の件について協議の結果いずれも原案通り可決承認された。 

 

 

      １４、令和３年度の事業計画の進捗状況について 

 

        本年度は年度当初に立てた事業計画及び収支予算は新型コロナウィルス感染症 

防止対策を講じながら当初の計画を予定通りに遂行できた。 

一方、昨年に引続き国及び県によるｵﾝﾗｲﾝ学習の推奨・学校保健特別対策及び 

情報機器整備で補助金事業がありそのため追加事業を行った。 

なお、高等課程は上記事業の取組みで昨年以上に授業時間数の確保ができた。 

        また、高等課程情報ビジネス科の検定資格取得実施で一部追加事業を行った。 

資格取得に関する成果も目標以上に達成できた。平均２２種目（昨年２１種目） 

 

                ―５－       


