
平成 30 年 6 月 27 日（水） 午後 5時 30 分～ 

会 場：小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 21 階 パークルーム 

次 第 

司会進行：新宿区専修学校各種学校協会事務局 内田 満 

     （日本電子専門学校 総務部長） 

一、開会あいさつ 

一、会長あいさつ 

一、議    事 

1） 第１号議案  平成 29年度事業報告 

2） 第２号議案  平成 29年度決算報告 

3） 第３号議案  任期満了に伴う理事・監事の選任 

4） 第４号議案  平成 30年度事業計画案 

5） 第５号議案  平成 30年度予算案 

6） 第６号議案  その他 

一、閉会あいさつ 

― 総 会 ― 午後 5時 30分～午後 6時 

― 懇親会 ― 午後 6時～午後 7時 30 分 

新宿区専修学校各種学校協会

平成 30 年度 総会・懇親会 



平成29年度事業報告 

1. 新宿区外国人留学生学習奨励基金 平成29年度候補者の推薦について 

会員校より9校9名の応募があり、当協会の推薦枠が6名のため、当協会にて選考し、

6校6名を新宿区に推薦した。その結果3校3名が採用された。(東京観光専門学校、

日本電子専門学校、東京マルチメディア専門学校) 

2. 平成29年度「総会・懇親会」の開催 

1）総 会 平成29年7月6日（木）17:30～18:00 

   於：ハイアットリージェンシー東京B1天平(宴会場) 

参加校 17校 参加者 29名  賛助会員校 2校 参加者 3名 

議 題  平成28年度事業報告・収支決算報告 

         平成29年度事業計画案・収支予算案 

         その他 

2）懇親会 18:00～20:00 

来賓 

新宿区 区長     吉住 健一 様 

新宿区 文化観光産業部 産業振興課長  太田 公一 様 

新宿区 文化観光産業部 新宿観光振興協会担当課長 菊地 加奈江 様 

新宿区 地域振興部 多文化共生推進課長      内野 桂子 様 

新宿区 地域振興部 新宿未来創造財団等担当課長     佐藤 陽一 様 

新宿区 子ども家庭部 男女共同参画課長      北沢 聖子 様 

新宿区 教育委員会 教育支援課長      高橋 昌弘 様 

新宿区 教育委員会 教育支援課 係長       柴 香里 様 

新宿区 しんじゅく多文化共生プラザ 所長   鍋島 協太郎 様 

警視庁 新宿警察署 生活安全課 課長   石津 隆太郎 様 

警視庁 新宿警察署 警備課 課長     尾林 知成 様 

東京都専修学校各種学校協会 総務・経理課  課長    松岡 博幸 様 

東京商工会議所新宿支部 事務局長       中台 浩正 様 

株式会社専門学校新聞社 営業企画部長       内藤 達實 様 

株式会社新宿区新聞社 代表取締役社長      喜田 勇 様 

株式会社新宿区新聞社 顧問            喜田 広 様 

株式会社新宿区新聞社 企画営業部 課長     植木 雄人 様 

                                  17名 
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3. 平成29年度「新年会」の開催 

新年会 平成30年2月1日(木)  18：00 ～ 20：00 

於： 小田急ホテルセンチュリーサザンタワ－21階 パークルーム  

参加校 13校 参加者 26名  賛助会員校 2校 参加者 3名 

来賓 

新宿区 区長                      吉住 健一 様 

新宿区 地域振興部 多文化共生推進課長  内野 桂子 様 

新宿区 文化観光産業部 新宿観光振興協会担当 主査 渡邊 弘俊 様 

新宿区 子ども家庭部 男女共同参画課 主査   鈴木 浩司 様 

新宿区 教育委員会事務局 教育支援課長  高橋 昌弘 様 

新宿区 教育委員会事務局 教育支援課 係長  柴 香里 様 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 事務局長 真崎 裕子 様 

東京商工会議所 新宿支部 調査役 経営指導員 小林 利恵子 様 

株式会社専門学校新聞社 代表取締役社長  西島 芳男 様 

株式会社専門学校新聞社    内藤 達實 様 

株式会社専門学校新聞社    山野 直樹 様 

株式会社新宿区新聞社 顧問    喜田 広 様 

株式会社新宿区新聞社 企画部   植木 雄人 様 

                               14名 

4. 文部科学省委託事業 

「新宿区留学生就職支援コンソーシアム分科会」報告 
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平成30年度　新宿区専修学校各種学校協会役員名簿

会長 多　忠和 学校法人電子学園 日本電子専門学校 学園長 留任

副会長 武田　哲一 学校法人東京国際学園 東京外語専門学校 理事長 留任

理事 関川　惠一 学校法人新宿学園 新宿調理師専門学校 理事長 留任

理事 江副　隆秀 学校法人江副学園 新宿日本語学校 理事長 留任

理事 関谷  信浩 学校法人東放学園 東放学園映画専門学校 校長 留任

理事 工藤　征四郎 学校法人敬心学園 日本福祉教育専門学校 副校長 留任

理事 多　忠貴 学校法人電子学園 日本電子専門学校 理事長 留任

監事 小倉　規布佳 学校法人小倉学園 早稲田美容専門学校 校長 留任

監事 小嶋 昭彦 学校法人ミネルヴァ学園 目白ファッション&アートカレッジ 理事長 辞任

事務局長 内田　満 学校法人電子学園 日本電子専門学校 総務部長

相談役 中込　三郎 学校法人中込学園 東洋美術学校 理事長
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平成30年度事業計画案（案） 

1. 新宿区外国人留学生学習奨励基金 平成30年度候補者の推薦について 

会員校に募集パンフレットを発送し、応募期間(5/17～5/29)に4校4名の応募があった

ため、新宿区に推薦した。 

2. 平成30年度「総会・懇親会」の開催 

1）総 会 平成30年6月27日（水） 

   於：小田急ホテルセンチュリ－サザンタワ－21階(パークル－ム) 

議 題  平成29年度事業報告・収支決算報告 

         平成30年度事業計画案・収支予算案 

         その他 

2）懇親会 

3. 新年会の開催 

4. 東京商工会議所新宿支部と連携して文部科学省委託事業を行う 

5. その他 

1）新宿区及び新宿警察署との連携強化により加盟校の地元での地位向上を図る(継続) 

・ 新宿区への協力(多文化共生推進課、男女共同参画課、教育支援課など) 

・ 新宿警察署防犯ボランティアへの参加を加盟校に呼びかける 

2）租税教育を広める為、税務広報に協力する 
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収入の部

科　　目 金　　額 摘　　要

年会費　(会員) ¥495,000\15,000×33校
年会費　(賛助会員) ¥10,000\5,000×2校
総会会費 ¥300,000\10,000×30名
新年会費 ¥300,000\10,000×30名
雑収入 ¥100,000お祝い金（総会、新年会他）

前期繰越金（現金） ¥180,815
前期繰越金（普通預金） ¥962,488
合　　計 ¥2,348,303

支出の部

科　　目 金　　額 摘　　要

総会費懇親会費( ) ¥400,000参加校および来賓
新年会費 ¥400,000参加校および来賓
通信費 ¥45,000切手、葉書
消耗品費 ¥40,000封筒、文具消耗品
雑費 ¥5,000振込手数料、交通費
交際費 ¥50,000お祝い金、慶弔金など
予備費 ¥100,000
ホームページ運用費 ¥64,800レンタルサーバー費
会議費 ¥50,000東京商工会議所との打ち合わせ
次期繰越金 ¥1,193,503
合　　計 ¥2,348,303

平成年度収予算案30
（自：平成年月日3041　至：平成年月日31331）

新宿区専修学校各種学校協会
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新宿区専修学校各種学校協会　平成30年度定期総会・懇親会
出席者名簿

平成30年6月27日

【来賓：15名】

No 団体名 役職 氏名

1 新宿区　 1 区長 吉住　健一

2 新宿区　地域振興部 1 部長 加賀美　秋彦

3 新宿区　地域振興部 1 新宿未来創造財団事業担当　事務局次長 佐藤　陽一

4 新宿区　地域振興部 1 多文化共生推進課長 内野　桂子

5 新宿区　文化観光産業部 1 新宿観光振興協会担当課長 菊地  加奈江

6 新宿区　文化観光産業部 1 産業振興係長 黒澤　照美

7 新宿区　子ども家庭部 1 男女共同参画課長 北沢　聖子

8 新宿区　教育委員会 1 教育支援課長 志原　学

9 警視庁　新宿警察署 1 生活安全課長 竹内　真之

10 公益社団法人　東京都専修学校各種学校協会 1 事務局長 真崎　裕子

11 東京商工会議所　新宿支部 1 事務局長 中台　浩正

1 代表取締役社長 西島　芳男

2 部長 内藤　達實

1 代表取締役社長 喜田　勇

2 企画部 植木　雄人

【会員校：14校　27名】

No 学校名 役職 氏名

1 理事長 関川　惠一

2 総務 小嶋　芳光

1 校長 江副　隆秀

2 理事 江副　ジョエル

3 専修学校早稲田予備学校 1 理事長 守谷　たつみ

4 専門学校ＥＳＰエンタテイメント東京 1 副校長 鴻井　洋一

5 高山美容専門学校 1 理事長代行 髙山　泰輝

6 東京外語専門学校 1 理事長 武田　哲一

1 教育部長 小林　紀夫

2 総務課長 吉崎　睦

1 学務管理部　部長 蒲田　直樹

2 学務管理部 金子　優里

1 理事長 多　忠貴

2 学園長 多　忠和

3 常務理事 寺脇　保

4 校長 古賀　稔邦

5 広報部長 小暮　幸雄

1 夜間部　部長 星　一麿

2 事務長 廣瀬　美和

1 事務局次長 中嶋　裕之

2 副校長 工藤　征四郎

12 マリールイズ美容専門学校 1 校長 相原　周太

13 目白ファッション&アートカレッジ 1 理事長　校長 小嶋　昭彦

1 校長 小倉　規布佳

2 教務部長 天久　博一

3 教務主任 川邊　賢子

4 教員 大谷　裕紀

【賛助会員校：1校　2名）

No 学校名 役職 氏名

1 校長 井上　貴由

2 事務部長 境　隆宏

12 株式会社専門学校新聞社　

13 株式会社新宿区新聞社　

1 新宿調理師専門学校

2 新宿日本語学校

7 東京製菓学校

8 東放学園映画専門学校

14 早稲田美容専門学校

1 友ランゲージアカデミー

9 日本電子専門学校

10 日本美容専門学校

11 日本福祉教育専門学校
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