
Ⅰ　琉球大学援助事業（公益目的事業Ⅰ）について　　

　　

１．奨学事業

名　　　称 金額（単位：円）
給付
人数

　　(1)金秀青少年育成財団奨学金 300,000 3

　　(2)名城嗣明（琉球大学名誉教授）奨学金 400,000 2

　　(3)宮城一郎（琉球大学名誉教授）奨学金 100,000 1

　　(4)平良初男（琉球大学名誉教授）助成金（応募者なし） 0 0

　　(5)比嘉辰雄（琉球大学名誉教授）助成金（応募者なし） 0 0

　　(6)琉球大学税理士育成奨学金 300,000 3

　　(7)琉球大学学生支援奨学金 600,000 4

　計 1,700,000 13

２．国際交流奨励事業

名　　　称 金額（単位：円）
給付
人数

　　(1)①学生交流協定に基づく学生の交流支援（留学生派遣奨励金） 550,000 1

　　(1)②学生交流協定に基づく学生の交流支援（留学生受入奨励金） 4,400,000 9

　　(2)特別プログラム学生支援 260,000 2

　　(3)太平洋島嶼地域学生交流事業 1,320,000 2

　　(4)保健学科比国交流事業 200,000 1

　計 6,730,000 15

３．教育研究奨励事業

名　　　称 金額（単位：円）
給付
人数

　　(1)学会・シンポジウム等開催への支援 1,135,000 12

　　(2)①大学院生研究助成（修士課程及び博士前期課程） 479,850 5

　　(2))①大学院生研究助成（博士課程及び博士後期課程） 1,180,000 10

　　(3)①国際共同研究助成（海外での研究発表・調査研究） 800,000 5

　　(3)②国際共同研究助成（海外共同研究者招聘の研究発表・調査研究） 400,000 2

　　(4)鈴木祥平海洋生物研究助成 500,000 4

　計 4,494,850 38

合　計 12,924,850 66

平成３０年度　事　業　報　告  書

国立大学法人琉球大学の学生奨学、留学派遣・留学生受入れ及び研究活動の助成等に対して支援を行い、大学及び
地域社会の発展に寄与することを目的とし、総額  １２，９２４，８５０円、総数 ６６ 人への援助を行いました。その概要
は下記のとおりです。なお、事業の詳細については別紙「事業報告書の附属明細書」に記載しています。
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　※援助事業の学部等別給付人数及び金額 （金額：千円）

法文学部 観光産業科学部 教育学部 理学部 医学部 工学部 農学部

２ 　　(703) ３　　(860) ５　　(600) ４　　(575) １　　(200) ３　　(400) ５　(1,160)

人文社会科学
研究科

観光科学
研究科

教育学研究科 医学研究科 保健学研究科 理工学研究科 農学研究科

６　　(648) ０　　　(0) ３　　(465) ６　　(636) ２　　(218)
　　　　85

１２　(1,336 )
２　　(213)

法務研究科
熱帯生物圏
研究センター

国際教育ｾﾝﾀｰ 附属病院

１　　(300) １　　(110) ９　(4,400) １　　(100)

　※援助事業の学生等別給付人数及び金額 （金額：千円）

学部学生 大学院生
私費外国人
留学生

特別外国人
聴講生

６　(1,150)
　　　　85

２７　(3,269 )
２　(1,320) ９　(4,400) ４４(人)

　　　 　 85
　 10,139（千円）

教職員
ポスドク
研究員

招聘外国人

２０　(2,535) ２　　(250) ０　　　(0) ２２(人)      2,785（千円）

６６(人)
　　　    85
   12,924（千円）

４　受取寄附金について
　（１）賛助会員受取会費

　　賛助会員は、本財団の目的に賛同し、その事業に協力する法人・団体及び個人です。

　　当期賛助会費の受入総額は、　４，２９０，０００円 でした。

　　当寄附金は、本財団の援助事業を安定的に継続的に、さらに発展させるために使用されます。

件数 金額 件数 金額 件数 金額

86 3,370,000 103 920,000 189 4,290,000

　　※本財団への寄附金は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第4項に該当します。

　　※個人寄附者へは「税額控除に関する証明書」を発行しました。

　（２）その他受取寄附金
　　賛助会員以外で本財団の援助事業に特別に寄附された団体及び個人の方々です。　

　　当期の受入総額は、１，２１５，０００円です。

　　当寄附金は、寄附者の意向に沿った援助事業に使用されます。　※受取寄附金総計

区分 件数 金額 区　分 件数 金額

法人 2 1,200,000 賛助会費 189 4,290,000

個人 2 15,000 その他 4 1,215,000

合計 4 1,215,000 合計 193 5,505,000

合計

　　　　　　　　　　　　   85
　　　　６６人　 　(12,924千円 )

総合計

法人賛助会員 個人賛助会員 合　計

合計（学生）

合計（教職員等）
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Ⅱ　琉球大学開学７０周年記念事業（公益目的事業Ⅱ）について

　　

１　受取寄附金（募金）について
　当寄附金（募金）の寄附者は、本事業の趣意に賛同し、協力する法人・団体及び個人です。

　当期寄附金の受入総額は、　５９，８８５，０００円 （２，１２９件）でした。

部会 寄附者 金　額（円） 件　数

学生父兄 5,071,000 460

現職職員 3,216,000 179

退職職員 5,481,000 131

同窓会部会 同窓生 11,417,000 1,065

企業・団体 33,429,500 214

一般個人 1,270,500 80

59,885,000 2,129

　　※本財団への寄附金は、所得税法第78条第2項第3号、法人税法第37条第4項に該当します。

　　※個人寄附者へは「税額控除に関する証明書」を発行しました。

２　経常費用について
　　当寄附金（募金）は、事業費として70周年記念事業費及び事業運営費に支出します。

　　当期の経常費用は、募金活動等の事業運営費に　３，７７０，６７５円支出されました。

費　用 主な内訳 金　額（円）

事業費 70周年記念事業費 0

人件費（事務補佐員） 1,800,501

通信費 171,432

消耗品費 69,520

印刷製本費（趣意書等） 1,168,560

借料 177,286

雑役務費 383,376

旅費謝金等 0

管理費 管理費 0

3,770,675

　　※当期は、主に募金活動を実施し、70周年記念事業は実施していない。

Ⅲ　収益事業について

　　琉球大学に在籍する教職員の団体扱生命保険事務代行を行い、　事務代行手数料収益は、

　総額　１，２６４，７１２ 円でした。

琉球諸島の人々のために創設された国立大学法人琉球大学の開学７０周年（２０２０年５月）を記念して募金を
募り、琉球大学の学生支援・教育研究活動の普及・国際交流の推進等に係る記念事業を実施し、地域社会の
発展に寄与することを目的とする。（事業期間：２０１８年度～２０２０年度、募金目標額：１２０，０００，０００円、募
金対象：琉球大学の学生父兄・職員等・同窓生、地域の企業団体・一般個人）

　当寄附金は、本事業の実施並びに本財団の援助事業を安定的に継続的に発展させるために使用されます。

大学部会

財団部会

合　　計

合　　計

事業費
（事業運営費）
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Ⅳ．庶務の概況について

　 １．役員（現職：平成31年3月31日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 常勤・非常勤

理事長 　金城　棟啓 平成25年 4月 1日 　株式会社琉球銀行　代表取締役会長 非常勤

理　事 　小禄　邦男 平成 8年 6月15日 　琉球放送株式会社　代表取締役最高顧問 〃

〃 　嘉手苅　義男 平成22年 6月15日 　オリオンビール株式会社　代表取締役会長 〃

〃 　大城　肇 平成23年 3月18日 　国立大学法人琉球大学　学長 〃

〃 　金城　棟啓 平成24年 6月12日 　株式会社琉球銀行　代表取締役会長 〃

〃 　上地　英由 平成24年 6月12日 　株式会社沖縄海邦銀行　代表取締役頭取 〃

〃 　比嘉　正輝 平成25年 4月 1日 　株式会社リウボウインダストリー　代表取締役会長 〃

〃 　島袋　清人 平成27年 6月23日 　沖縄電力株式会社　代表取締役副社長 〃

〃 　安里　哲好 平成28年 6月21日 　一般社団法人沖縄県医師会　会長 〃

〃 　花城　梨枝子 平成29年 4月 1日 　国立大学法人琉球大学　理事・副学長 〃

〃 　玉城　義昭 平成30年 6月19日 　株式会社沖縄銀行　代表取締役会長 〃

〃 　呉屋　守章 平成30年 6月19日 　株式会社かねひで総合研究所　代表取締役理事長 〃

〃 　大濵　善秀 平成29年 7月 1日 　公益財団法人琉球大学後援財団　常務理事 常　勤

監　事 　中山　恭子 平成24年 3月13日 　ＪＴＳ税理士法人　代表社員　公認会計士 非常勤

〃 　新田　恭子 平成28年 6月21日 　新田恭子税理士事務所　所長　税理士 〃

２．評議員（現職：平成31年3月31日現在）

役　職 氏　　名 就任年月日 常勤・非常勤

評議員 　津留　健二 平成24年 4月 1日 　前沖縄女子短期大学教授（元沖縄県教育長） 非常勤

〃 　東　 良和 平成24年 4月 1日 　沖縄ツーリスト株式会社　代表取締役会長 〃

〃 　渕辺　美紀 平成24年 4月 1日 　株式会社ビジネスランド　代表取締役社長 〃

〃 　豊平　良孝 平成24年 4月 1日 　株式会社沖縄タイムス社　代表取締役会長 〃

〃 　富田　詢一 平成24年 4月 1日 　株式会社琉球新報社　代表取締役会長 〃

〃 　丸川　潔 平成26年6月25日 　日本トランスオーシャン航空株式会社　代表取締役社長 〃

〃 　上間　優 平成26年6月26日 　大同火災海上保険株式会社　取締役会長 〃

〃 　當真　良明 平成27年4月1日 　サイオン法律事務所　弁護士 〃

〃 　湯淺　英雄 平成28年 6月21日 　沖縄セルラー電話株式会社　代表取締役社長 〃

〃 　金城　克也 平成28年 6月21日 　株式会社りゅうせき　代表取締役会長 〃

〃 玉那覇　美佐子 平成28年 6月21日 　瑞穂酒造株式会社　代表取締役社長 〃

〃 　砂川　博紀 平成28年 6月24日 　沖縄県農業協同組合中央会　会長 〃

※任期　平成28年6月21日～平成32年6月　　４年後の定時評議員会の日まで

３．職員

職名 氏　　名 就任年月日 常勤・非常勤

事務職員 　伊波　由美子 平成23年11月 1日 常　勤

事務補佐員 　西平　美紀 平成30年 4月 1日 非常勤

事務補佐員 　當眞　千夏 平成31年 3月 1日 非常勤

現　　職

現　　職

※任期　理事：平成30年6月19日～平成32年6月　　２年後の定時評議員会の日まで

※任期　監事：平成28年6月21日～平成32年6月　　４年後の定時評議員会の日まで
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４．役員会等

（１）理事会

開催日 議　事　等 会議の結果

平成30年
　 　5月29日
　  (第121回)

1.平成29年度事業報告及び決算について
2.第41回（定時）評議員会の開催について
　（報告1）琉球大学開学70周年記念事業に係る募金の取組み
　（報告2）学長報告

可決承認

6月19日
(みなし決議)

1.理事長及び常務理事の選定について
2.感謝状の贈呈について
3.琉球大学開学70周年記念事業募金推進本部における財団部会長の交代について

承認

8月24日
(みなし決議)

1.平成30年度琉球大学援助事業の実施について
　　（「奨学事業」、「国際交流奨励事業」及び「教育研究奨励事業」助成対象者の決定）

承認

12月27日
(第122回)

1.公益財団法人琉球大学後援財団職員の給与及び退職手当に関する規程の改正に
ついて
　（報告1)琉球大学開学70周年記念事業の募金受入状況報告
　（報告2)理事長及び常務理事の職務執行状況報告
　（報告3）学長報告

可決承認

平成31年
　　2月8日
　(みなし決議)

1.第42回評議員会の開催について 承認

　 　3月5日
　  (第123回)

1.平成31年度事業計画書及び収支予算書について
　（報告1)外国債の資金運用状況報告
　（報告2)琉球大学開学70周年記念事業の募金受入状況報告
　（報告3)理事長及び常務理事の職務執行状況報告
　（報告4）学長報告

可決承認

（２）評議員会

開催日 議　事　等 会議の結果

平成30年
　　6月19日
　   (第41回)

1.平成29年度事業報告及び決算について
2.理事の選任について
　（報告1）琉球大学開学70周年記念事業に係る募金の取組み
　（報告2）学長報告

可決承認

平成31年
　　 3月5日
　   (第42回)

1.平成31年度事業計画書及び収支予算書について
2.理事の選任について
　（報告1)外国債の資金運用状況報告
　（報告2)琉球大学開学70周年記念事業の募金受入状況報告
　（報告3)理事長及び常務理事の職務執行状況報告
　（報告4）学長報告

可決承認

（３）監事監査

開催日 監 査 内 容 監査結果

（４）琉球大学後援財団学術研究助成事業委員会

開催日 審 議 内 容 審議結果

平成30年
　 　8月17日

1.平成30年度琉球大学援助事業の実施案について
　（「奨学事業」、「国際交流奨励事業」及び「教育研究奨励事業」助成対象者の候補者の審議
及び選定）

可決承認

平成30年
　 　5月9日

1.平成29年度琉球大学後援財団における業務及び財務諸表等の監査 適正
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５．行政庁（沖縄県）への提出書類

事　項

　　平成３０年　４月１０日
　変更の届出
　　（公益目的事業【琉球大学の開学周年事業の追加】の変更認定）
　　（公益目的事業の変更認定に伴う【定款の改正】及び【法人登記】）

　　平成３０年　６月２６日
　平成２９年度事業報告等の提出
　　（事業報告書、財務諸表等決算書及び法人の基本情報等）

　　平成３０年　７月１９日
　変更の届出
　　（平成３０年６月１９日付け【理事の退任及び就任】）
　　（平成３０年６月１９日付け【代表理事の選定】及び【法人登記】）

　　平成３１年　３月２７日
　平成３１年度事業計画書等の提出
　　（事業計画書及び収支予算書等）

６．行政庁（沖縄県）の指示等に関する事項

事　項

　　平成３０年１１月１９日
　行政相談
　　（【代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告の在り方】）
　　　　　→理事会開催の上、直接報告：法人法98条2項

年月日

年月日
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