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令和３年度米子高専同窓会総会 

  

令和 ３年 ６月２６日(土) 

１４時００分～１７時００分 

Zoom によるオンライン会議 

 

次  第 

 総会 １４時００分～１４時４５分 

１．開 会 

２．会長あいさつ  

３．来賓紹介 

４．成立宣言 

５．議長選出 

６．第一号議案 令和２年度事業報告、決算報告および監査報告 

７．第二号議案 令和３年度事業計画（案）および予算（案） 

８．第三号議案 会則等改定 

９．第四号議案 役員改選 

１０．その他 

 １１．議長解任 

 １２．支部活動紹介 

 １３．閉 会 

   

寺西校長講演 １４時４５分～１５時２５分 

 

懇親会 １５時３０分～１７時００分 
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令和元・２年度役員 

役 職 氏 名 卒業年 学科名 

名誉会長 寺西 恒宣 校長   

会長(理事) 大谷 文雄 昭 54 年 工業化学科 

副会長(理事) 村田 英夫 昭 57 年 工業化学科 

副会長(事務局長・理事) 福庭 健一 平 04 年 電子制御工学科 

副会長(関西支部長・理事) 野口 清志 昭 53 年 機械工学科 

副会長(中部支部長・理事)  杵築 邦昌 昭 50 年 機械工学科 

副会長(首都圏支部長・理事)  角  正樹 昭 54 年 電気工学科 

理事 田宮 大悟 平 05 年 機械工学科 

理事【令和元年度まで】 塗信 正利 平 08 年 機械工学科 

理事 戸田 徳一 昭 54 年 電気工学科 

理事(ポータル・サイト本部管理者) 清水 哲也 平 04 年 電子制御工学科 

理事 小林 直哉 平 17 年 電子制御工学科 

理事 増原 道忠 昭 48 年 工業化学科 

理事(会計担当) 菅原  香 平 07 年 建築学科 

監査 徳安 哲夫 昭 50 年 工業化学科 

監査 内藤 秀作 昭 63 年 建築学科 

顧問 矢末  誠 昭 49 年 工業化学科 
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第一号議案 

令和２年度事業報告、決算報告および監査報告 

令和２年度事業報告 

1.概要 

 昨年 4 月の新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言を受け、急遽同窓会の本

部・各支部の総会は中止にした。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校に対し、全国の高専に先駆け、いち早く寄

付を行い、コロナ対応に使用していただいた。 

 ほとんどの活動が、中止またはオンラインでの開催となった。昨年 10 月末に実施した学

校とのオンライン交流会はその先駆けであり、以降本部・各支部のオンライン交流につなが

った。それによりこれまでにはなかったようなつながりを持つことができた。 

 

2.学校への寄付 

 同窓会から学校に対して、新型コロナウイルス感染症の対策に役立ててほしいと 50 万円

を寄付し、5 月 19 日に贈呈式を行った。 

 学校からは活用実績について、以下の報告があった。 

項目 金額 内訳 

学生支援金事業 90,000 15,000 円/人×6人 

自動水栓 96,500  

検温装置 313,500 講義棟出入口設置 

合計 500,000  

 

2.学校との交流 

 令和 2年 10 月 31 日（土）に Zoom による学校との「会員交流会」を開催した。 

 参加者は学校関係が寺西校長の他 2名の OB 教員、同窓会側が一般会員 3名と役員 10 名の

13 名で、総勢 16 名の交流会となった。 

 寺西校長に、今年度から始まる「米子高専の学科改組について」を講演いただいた。 

 その後、自己紹介に引き続き、講演に対する質疑応答を交えながら「卒業生として何がで

きるか」をテーマに話をした。その中では学校及び同窓会に対する意見・要望が出された。 

 また、令和 3年 1 月 13 日（水）には、出席者 10 名（OB 教員 1名、本部 5名、関西 1名、

中部 1名、首都圏 3名）で、Zoom による本部オンライン新年会を開催した。 

 自己紹介に始まり、今年度から学科改組をする米子高専の教育を話題の中心に、オンライ

ン等についての情報交換など多岐にわたった。 
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3.在校生へのキャリア支援 

 在校生へのキャリア支援として、特別日課の 4学年及び 5学年の講演会について、同窓会

から講師を推薦し、4 学年へは首都圏支部角支部長、5 学年へは関西支部周藤幹事に講演い

ただいた。コロナ対応のため、当日は Teams によるオンライン形式で実施された。 

 また、会長・副会長会でキャリア支援について検討し、学校に提案した。 

 

4.会員との交流 

 年度をまたいだが、令和 3 年 5 月 9 日（日）に「山陰地区オンライン交流会」を開催した。

米子市、境港市、鳥取市、松江市の一般会員 7名と役員 6名が参加した。今後同窓会がして

いくこと、特に在校生に聞かせたいようなことについて、様々な意見交換ができた。 

 

5.本部・支部間交流 

 コロナ禍の中、本部・各支部主催でオンラインにより以下のような交流が実施された。 

  首都圏支部意見交換会：令和 2 年 12 月 16 日（水）、13 名参加 

  本部新年会：令和 3 年 1 月 13 日（水）、10 名参加 

  首都圏支部意見交換会：令和 3 年 1月 20 日（水）、8名参加 

  中部支部新年会：令和 3 年 1 月 24 日（日）、15 名参加 

  関西支部大高砂フォーラム・新年会：令和 3年 2月 6日（土）、17 名参加 

  首都圏支部意見交換会：令和 3 年 2月 17 日（水）、12 名参加 

  首都圏支部意見交換会：令和 3 年 3月 17 日（水）、13 名参加 

 

6.本部理事会 

 本部理事会は毎月原則第 3 月曜日の 19 時から、米子高専の会議室またはオンライン会議

（Zoom）で開催した。 

① 第 1回理事会:令和 2年 4月 20 日（月）（米子高専技術相談室） 

② 第 2回理事会:令和 2年 5月 18 日（月）（米子高専技術相談室） 

③ 第 3回理事会:令和 2年 6月 22 日（月）（米子高専技術相談室） 

④ 第 4回理事会:令和 2年 7月 20 日（月）（米子高専技術相談室） 

⑤ 第 5回理事会:令和 2年 8月 24 日（月）（米子高専技術相談室） 

⑥ 第 6回理事会:令和 2年 9月 23 日（水）（米子高専技術相談室） 

⑦ 第 7回理事会:令和 2年 10 月 19 日（月）（米子高専技術相談室） 

⑧ 第 8回理事会:令和 2年 11 月 24 日（火）（米子高専技術相談室） 

⑨ 第 9回理事会:令和 2年 12 月 21 日（月)（Zoom） 

⑩ 第 10 回理事会：令和 3年 1月 25 日（月）（Zoom） 
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⑪ 第 11 回理事会：令数 3年 2月 22 日（月）（Zoom） 

⑫ 第 12 回理事会：令和 3年 3月 19 日（金）（Zoom） 

 

7.会長・副会長会 

 本部、各支部の会長、副会長で不定期に Skype または Zoom によるオンライン会議を開催

した。学校の寺西校長先生やキャリア支援室長前原先生との交流も行った。 

① 16 回（通算）会長・副会長会:令和 2年 5月 5日（火）（Skype） 

② 17 回（通算）会長・副会長会:令和 2年 5月 16 日（土）（Skype）寺西校長参加 

③ キャリア支援室長との会議：令和 2年 6月 26 日（金）（Skype） 

④ キャリア支援室長との会議：令和 2年 7月 31 日（金）（Skype）中部支部高梨幹事参加 

⑤ 第 18 回（通算）会長・副会長会：令和 2年 9月 26 日（土）（Skype） 

⑥ 第 19 回（通算）会長・副会長会：令数 2年 11 月 16 日（月）（Zoom） 

⑦ 第 20 回（通算）会長・副会長会：令和 2年 12 月 19 日（土）（Zoom） 

⑧ 第 21 回（通算）会長・副会長会：令和 3年 2月 7日（日）（Zoom） 

 

8.ポータル・サイトの運営・更新、会員への情報発信 

新入会準会員に ID・パスワード発行を行った。 

ID・パスワードの再発行とポータル・サイトの保守管理を行った。 

  同窓会報発行（PDF）及びメルマガ配信、Facebook により会員への情報発信を行った。 

「同窓会メルマガ」は月一回、約 1、350 名会員に向けて配信した。 

  また、約 350 名の在校生に対し、その内容についての「お知らせ」を配信した。 
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令和２年度決算報告 

 

 

・令和 2年度一般会計決算についての説明 

＜収入＞ 

 収入については予定通りの入金があった。 

 50 周年記念事業寄付金から 10万円の繰り入れはしなかった。 

＜支出＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事が中止になったり、オンライン開催になった

ため、当初の予定より、支出が減った。 

本部・各支部総会については 4 月の段階で中止にしたため、予算は計上しなかった。全国高専同

窓会連絡会は開催されなかったため、旅費及び渉外費の支出はなかった。 

 借上料は、役員会がオンライン開催のため、会議室の使用がなく、支出がなかった。 

 高専祭は部内だけで開催されたため、外部向けパンフレットはなく、広報費の支出はなかった。 

  

（同窓会普通口座）

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 1,042,817 1,042,817

入会金 会費 1,055,000 1,055,000 5,000×211＝1,055,000

返却金 学生研究助成残金 33,685 33,685 令和元年度までの使用残金

雑収入 利息 8 8

合計 2,131,510 2,131,510

項目 概要 予算額(円) 決算額(円) 

会員ﾃﾞｰﾀ管理費 79,200

在校生ID/PW配布・ﾒｱﾄﾞ登録依頼 73,013

在校生ﾒｱﾄﾞ登録返信 5,772

サンメディア利用料 ﾎﾟｰﾀﾙ・ｻｲﾄ年間維持費 66,880

本部・支部活動支援費 本部・各支部 200,000 200,000 本部・各支部 ＠50,000

在校生活動支援費 学校への寄付 500,000 500,000 在校生への支援

旅費 50,000 0

積立金 フォローアップ調査 100,000 100,000 特別会計に積立

借上料 会議室使用料 5,000 0

消耗品費 10,000 0

通信費 10,000 2,792 郵送料、弔電

広報費 15,000 0

手数料 2,000 2,620 振込手数料

渉外費 2,000 0

予備費 1,019,430 1,101,233 次年度へ繰り越し

合計 2,131,510 2,131,510

令和２年度一般会計決算

　収入の部

　支出の部

備考

委託料
小野高速印刷利用料

220,080 224,865
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ポータル・サイト作成事業準備基金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 500,000

合計 500,000 預金残高 500,000円

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

フォローアップ調査積立金

項目 概要 予算額(円) 備考

積立金 入金（フォローアップ調査） 100,000 一般会計より

合計 100,000 預金残高 100,000円

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

項目 概要 予算額(円) 備考

積立金 入金（周年記念事業） 1,000,000 50周年記念事業寄付金より

合計 1,000,000 預金残高 1,000,000円

項目 概要 予算額(円) 備考

事業費 周年記念事業 0

合計 0

50周年記念事業寄付金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度より繰越 1,861,188

雑収入 利息 10

合計 1,861,198

項目 概要 予算額(円) 備考

積立金 周年記念事業に積立 1,000,000

予備費 861,198 預金残高 861,198円

合計 1,861,198

　収入の部

令和２年度特別会計決算

(同窓会定期定額口座)

　収入の部

　支出の部

(同窓会定期定額口座)

(同窓会総合口座)

　収入の部

　支出の部

　支出の部

周年記念事業積立金

(同窓会定期定額口座)

　収入の部

　支出の部
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・令和 2年度特別会計決算についての説明 

ポータル・サイト作成事業準備基金については、50 万円を積み立てたままで、令和 2 年度の積立

及び支出はなかった。 

 フォローアップ調査積立金を 10万円を積み立てた。 

 周年記念事業積立金を 50 周年記念事業寄付金より 100 万円を積み立てた。 

50 周年記念事業寄付金は上記の積立以外の動きはなかった。 
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第二号議案 

令和３年度事業計画(案)および予算（案） 

令和３年度事業計画(案) 

 Ynct-net 同窓会ビジョンに基づき、また新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、

以下の事業を展開する。 

 

１．Ynct-net ポータル・サイトの運営 

 Ynct-net ポータル・サイトの管理運営を行う。 

 情報の発信とともに情報提供を呼び掛ける。 

 

２．同窓会理事会の開催 

 会員の交流会等の開催を検討するための理事会を開催する。 

 

３．学校との協力推進 

学校とすり合わせながら、在校生へのキャリア支援として、特別日課の講師等について

協力する。また、オンラインでの交流を企画、実施する。 

 

４．会員交流会の開催 

会員相互の交流を図るため、オンライン交流会の定例化を図り、コロナの状況を見なが

らリアルでのイベントを検討し、実施する。 

 

５．各支部との交流推進 

 関西支部、中部支部、首都圏支部とのオンラインを含む交流を図り、情報交換と事業協力

を行う。 

 

６．同窓会報の発行 

同窓会の活動を広く知らせるため会報 PDF 版を作成し、ポータル・サイトに掲載する。 

 

７．会員の現況把握 

会員の現況把握、特にメールアドレス捕捉率の向上に努める。 

 

８．会員への情報発信 

メルマガ配信、Facebook やポータル・サイト活用により会員への情報発信を実施する。 

同窓会情報発信のＩＴ化周知に取り組む。 
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令和３年度予算(案) 

 

 

・令和 3年度一般会計予算（案）についての説明 

＜収入＞ 

 収入については、主に繰越金と新入生及び編入生の入会金の予定である。 

 令和 3 年度も 50周年記念事業寄付金から 10 万円の繰り入れはしない。 

＜支出＞ 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度も各種行事を中止にしたり、オンライン開催にする

予定である。 

旅費としては、中部支部総会が 11月開催のため、2名ずつの旅費を確保する。 

 会議費として、役員会をオンライン開催するための Zoom の使用料を計上する。 

  

（同窓会普通口座）

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 1,101,233

入会金 会費 1,040,000 5,000×208＝1,040,000

雑収入 利息 10

合計 2,141,243

項目 概要 予算額(円) 

会員ﾃﾞｰﾀ管理費 79,200

在校生ID/PW配布・ﾒｱﾄﾞ登録依頼 74,000

在校生ﾒｱﾄﾞ登録返信 6,000

サンメディア利用料 ﾎﾟｰﾀﾙ・ｻｲﾄ年間維持費 66,880

積立金 フォローアップ調査 100,000

本部・支部活動支援費 本部・各支部 200,000 本部・各支部 ＠50,000

中部支部総会旅費（本部支部2名ずつ） 190,000

全国高専同窓会連絡会 50,000

借上料 44,000 中部支部総会会場費 44,000

会議費 リモート使用料 10,000 Zoom等使用料 10,000

消耗品費 10,000

通信費 10,000

広報費 15,000 高専祭パンフレット広告

手数料 3,000 振込手数料

渉外費 2,000

慶弔費 20,000

予備費 1,261,163

合計 2,141,243

令和3年度一般会計予算（案）

　収入の部

　支出の部

備考

240,000旅費

委託料 226,080
小野高速印刷利用料
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ポータル・サイト作成事業準備基金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 500,000

合計 500,000

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

フォローアップ調査積立金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度繰越金 100,000

積立金 入金（フォローアップ調査） 100,000 一般会計より

合計 200,000

項目 概要 予算額(円) 備考

合計 0

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度より繰越 1,000,000

合計 1,000,000

項目 概要 予算額(円) 備考

事業費 周年記念事業 0

合計 0

50周年記念事業寄付金

項目 概要 予算額(円) 備考

繰越金 前年度より繰越 861,188

合計 861,188 次年度へ繰越

項目 概要 予算額(円) 備考

予備費 0

合計 0

　収入の部

令和3年度特別会計予算（案）

(同窓会定期定額口座)

　収入の部

　支出の部

(同窓会定期口座)

(同窓会総合口座)

　収入の部

　支出の部

　支出の部

周年記念事業積立金

(同窓会定期口座)

　収入の部

　支出の部
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・令和 3年度特別会計予算（案）についての説明 

ポータル・サイト作成事業準備基金については、50 万円を積み立てたままで、令和 3 年度の積立

はしない。 

 フォローアップ調査積立金をさらに 10万円積み立てる。 

 周年記念事業積立金は 100 万円を積み立てたままにする。 

50 周年記念事業寄付金は令和 3年度も動きはない予定。 
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第三号議案  

会則等改定 

 

新 旧

第１章　総則 第１章　総則

（名称・所在地） （名称・所在地）

第１条　本会は、米子工業高等専門学校（以下
「米子高専」という）同窓会と称する。

第１条　本会は、米子工業高等専門学校（以下
「米子高専」という）同窓会と称する。

２　略称を米子高専同窓会とする。 ２　略称を米子高専同窓会とする。

３　本会の所在地は、米子工業高等専門学校内と
する。

３　本会の所在地は、会長宅とする。

（目　的） （目　的）

第２条　本会は、会員相互の親睦と向上をはか
り、母校と地域の発展に協力することを目的とす
る。

第２条　本会は、会員相互の親睦と向上をはか
り、母校と地域の発展に協力することを目的とす
る。

（事　業） （事　業）

第３条　本会は、前条の目的を達成のため、必要
な事業を行う。

第３条　本会は、前条の目的を達成のため、必要
な事業を行う。

（中略） （中略）

付則
  この会則は昭和４７年１月２日から施行する。

付則
  この会則は昭和４７年１月２日から施行する。

付則
　昭和５６年１０月２９日　一部改定

付則
　昭和５６年１０月２９日　一部改定

付則
　平成　８年　１月　２日　一部改定

付則
　平成　８年　１月　２日　一部改定

付則
　平成２５年　８月２４日　一部改定
１． この改正に伴う最初の会長、副会長、理事
および監査は、改定前の代表幹事会において選出
し幹事総会において承認する。
２． この改定時の在校生の入会金納入は、卒業
時とする。
３． 正会員は、会費を納入した者とする。ただ
し、卒業生に準ずる者とは、会員の推薦により理
事会の承認を受けた者とする。
４． 賛助会員とは、理事会の承認を受けて本会
に寄附を行ったものとする。

  

付則
　平成２５年　８月２４日　一部改定
１． この改正に伴う最初の会長、副会長、理事
および監査は、改定前の代表幹事会において選出
し幹事総会において承認する。
２． この改定時の在校生の入会金納入は、卒業
時とする。
３． 正会員は、会費を納入した者とする。ただ
し、卒業生に準ずる者とは、会員の推薦により理
事会の承認を受けた者とする。
４． 賛助会員とは、理事会の承認を受けて本会
に寄附を行ったものとする。
  

付則
　平成２６年　６月２１日一部改定

付則
　平成２６年　６月２１日一部改定

付則
　平成２９年　６月１７日一部改定

付則
　平成２９年　６月１７日一部改定

付則
　平成３０年　６月２３日一部改定

付則
　平成３０年　６月２３日一部改定

付則
　令和　３年　６月２６日一部改定

米子工業高等専門学校同窓会会則

会則新旧対照表
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・会則等改定についての説明 

 会則 第 1章 総則 （名称・所在地） 第 1条 ３ 

  所在地を「会長宅」から、「米子工業高等専門学校内」に変更 

理由：会長宅を所在地にすることの実質的な意味はなく、実際の窓口を高専としておく

方が社会通念上一般的であり、会計処理に関しても都合がよい。 

 

 旅費規程 （趣旨） 第 1 条 

  「100km を超え移動する場合」 を 「50km を超え移動する場合」 に変更 

理由：本来この旅費規程は、そもそも本支部間の移動を基本に考えてあり、距離につい

ては学校の規程を参考にしている。今後地域内での活動を進めて行くにあたり、旅費支

出の範囲を広げ、活動しやすくするためにゆるめる。 

 

  

第１章　総則 第１章　総則

（趣旨） （趣旨）

第１条　この規程は、同窓会の役員および会長が
認めた者が本会用務のため 50km を超え移動する
場合において支給する旅費の額及びその支給方法
について定めるものとする。ただし、会長が必要
と認めたものはこの限りではない。

第１条 この規程は、同窓会の役員および会長が
認めた者が本会用務のため 100km を超え移動す
る場合において支給する旅費の額及びその支給方
法について定めるものとする。ただし、会長が必
要と認めたものはこの限りではない。

（旅費の支給） （旅費の支給）

第２条　この規程に基づき移動をした者には、
旅費として居住地から目的地までのＪ Ｒ等列車
利用料金（グリーン車を除く）、日当（ 2,000
円）および宿泊費（7,500 円）を支給する。

第２条　この規程に基づき移動をした者には、
旅費として居住地から目的地までのＪ Ｒ等列車
利用料金（グリーン車を除く）、日当（ 2,000
円）および宿泊費（7,500 円）を支給する。

２　旅費の支給を受けた者は、速やかに報告書を
提出しなければならない。

２　旅費の支給を受けた者は、速やかに報告書を
提出しなければならない。

付則
　この規程は平成２５年　８月２４日から施行す
る。

付則
　この規程は平成２５年　８月２４日から施行す
る。

付則
　令和　３年　６月２６日一部改定

旅費規程新旧対照表

米子工業高等専門学校同窓会旅費規程
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第四号議案  

役員改選 

 令和３・４年度役員 

役 職 氏 名 卒業年 学科名 

名誉会長 寺西 恒宣 校長   

会長(理事) 大谷 文雄 昭 54 年 工業化学科 

副会長(理事) 村田 英夫 昭 57 年 工業化学科 

副会長(事務局長・理事) 福庭 健一 平 04 年 電子制御工学科 

副会長(関西支部長・理事) 野口 清志 昭 53 年 機械工学科 

副会長(中部支部長・理事)  杵築 邦昌 昭 50 年 機械工学科 

副会長(首都圏支部長・理事)  角  正樹 昭 54 年 電気工学科 

理事 戸田 徳一 昭 54 年 電気工学科 

理事(ポータル・サイト本部管理者) 清水 哲也 平 04 年 電子制御工学科 

理事 増原 道忠 昭 48 年 工業化学科 

理事【新任】 山石  博 昭 53 年 工業化学科 

理事【新任】 角  佳典 平 09 年 工業化学科 

理事(会計担当) 菅原  香 平 07 年 建築学科 

監査 徳安 哲夫 昭 50 年 工業化学科 

監査 内藤 秀作 昭 63 年 建築学科 

 


