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１． 運営事業                           
 
（１） 総会、理事会、支部長会議                                                       
 
１． 総会 

   ① 第１回総会（平成 28 年度入学式後）                             

     日時会場 ： 平成 28 年 04 月 10日（日）札幌コンベンションセンター 

     報告事項 ： 後援会概要 

     審議事項 ： 平成 27 年度事業報告･決算、平成 28 年度事業計画･予算 

   ② 第２回総会（平成 28 年度学位記･卒業証書授与式後）                            

     日時会場 ： 平成 29 年 03 月 20 日（月）札幌コンベンションセンター 

     審議事項 ： 平成 28 年度事業報告･仮決算、平成 29 年度事業計画･予算 
 
２． 理事会 

   ① 第１回理事会                                    

     日時会場 ： 平成 28 年 09 月 12 日（金）札幌グランドホテル 

     報告事項 ： 学園動向、地区別懇談会実施要領 

     審議事項 ： 支部役員の変更について 

そ の 他 ： 2017 年度 AO方式入試、支部役員の変更手続きについて 

   ② 第２回理事会                                            

     日時会場 ： 平成 29 年 02 月 24 日（金）ホテル札幌ガーデンパレス 

     報告事項 ： 学園動向、2017 年度入試結果(中間報告) 

     審議事項 ： 平成 28 年度事業報告･仮決算、平成 29 年度事業計画･予算 

     そ の 他 ： 平成 28 年度学位記授与式の挙行及び総会の開催について 
 
３． 支部長会議                             

     日時会場 ： 平成 28年 07月 23日（土）京王プラザホテル札幌 

     報告事項 ： 平成 27年度支部活動状況、第 38回九十九祭における全国 10支部協賛事業、 

     報告事項   平成 28年度事業計画･予算、2017年度入試概要 

意見交換 ： 支部活動の活性化に向けて 
 
（２） 地区別懇談会                                                            

 

     期  間 ： 平成 28年 10月 15日（土）～ 平成 28年 11月 6日（日） 

     会  場 ： 道内 07 会場（札幌、旭川、北見、釧路、帯広、函館、苫小牧）*札幌 2会場 
     全国会場 ： 道外 09 会場（青森、盛岡、仙台、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇） 

     出 席 率 ： 下表（28.2％：学生換算 1,005/3,566名） 
※出席（名）＝学生換算 ※学生総数（名）＝ 2016.11 時点 

 

学部･学校･大学院 

平成 28 年度 平成 27 年度（昨年度） 

増減 
（％） 出席率 

（％） 
出席 
（名） 

学生 
総数 
（名） 

出席率 
（％） 

出席 
（名） 

学生 
総数 
（名） 

学部 29.3 959 3,278 26.9 860 3,200 002.4 

 

薬学部 30.8 324 1,052 28.4 308 1,085   2.4 

歯学部 43.0 183 426 40.3 165 409 2.7 

看護福祉学部 22.6 163 722 18.9 144 763 3.7 

看護学科 19.2 86 449 16.0 73 455  3.2 
臨床福祉学科 28.2 77 273 23.1 71 308 5.1 

心理科学部 24.7 104 421 21.5 102 475 3.2 

臨床心理学科 22.3 61 274 17.4 48 276 4.9 
言語聴覚療法学科 29.3 43 147 27.1 54 199 2.2 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学部 28.2 185 657 30.1 141 468 ▲1.9 
理学療法学科 29.7 104 350 32.5 86 265 ▲2.8 
作業療法学科 25.6 44 172 26.9 36 134 ▲1.3 

言語聴覚療法学科 27.4 37 135 27.5 19 69 ▲0.1 
歯学部附属歯科衛生士専門学校 35.0 43 123 33.1 46 139 01.9 
大学院 1.8 3 165 1.3 2 156 0.5 

学園計 28.2 1,005 3,566 26.0 908 3,495 002.2 
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 （３） 支部活動支援、後援会広報                                                       
 
１． 支部活動支援 

活動経費補助：全国 10支部（道央、道北、道東、道南、東北、関東、関西、中･四国、九州、沖縄） 

 

２． 支部主催行事の開催支援 
 

道南・東北支部合同セミナー・懇談会 

   日時会場 ： 平成 28年 11月 3日（木・祝）フォーポイントバイシェラトン函館 

   内  容 ： （セミナー）山田律子看護福祉学部教授による講演 （懇談会）学園動向報告 

     参加人数 ： 52名 
 
３． 後援会広報 

 ① 後援会全国 10支部協賛 ﾆｯﾎﾟﾝ全国特産品市                                     
     日時会場 ： 平成 28年 06月 18日（土）、19日（日）九十九祭（当別キャンパス） 

    内  容 ： 全国支部特産品等を大学祭参加者へ提供することにより､後援会の周知､大学の全国性アピール、 

           在学生と卒業生との架け橋となるイベントを平成 27 年度に引き続き実施。 

後援会認知度アンケートをあわせて実施。 【後援会認知度】48.4％（回答者 351/3,673名：回答率 9.6％） 

  

 ② 後援会広報誌 Polarisの発刊                                      
     後援会概要、事業報告･決算、事業計画･予算、学園動向等を掲載 

※地区別懇談会の各会場において配布 

 

（４） 会員連絡･調査、学園広報                                                           

① 事業の開催案内（地区別懇談会）                     

② 会費納入通知                                  

③ 会員名簿管理（同窓会との連携）                          

④ 新入生ご父母への情報提供（入学式）                          

資料配布（学園広報誌） 

⑤ 在学生ご父母への情報提供（地区別懇談会）                             

資料配布（後援会広報誌、大学案内、専門学校案内、学園広報誌、生涯学習案内、求人関係資料） 

⑥ 会員への情報提供（在学生:年度末、卒業生:随時、同窓会との連携）                                   

資料送付（学園広報誌） 

 

（５） 学園式典支援                                                                        
入学式、学位記･卒業証書授与式 ： 学生及びご父母への記念品配布 

 

（６） 周年記念事業準備支援                                                                          

    学園創立 50周年記念事業（平成 36年）に向けた準備支援 

 

（７） 第３号会員の入会促進                                                                        

後援会の目的及び事業に賛同する法人（第 3 号会員）の入会促進のための活動の実施 

（第 1号会員:在校生父母又は学費支弁者、第 2号会員:卒業生又は修了生） 

第 3 号会員の入会状況 

   新規 継続 入会金 会費 計 

平成 28年度 1 18 10,000 280,000 290,000 

     ※平成 29年 3月 31日現在。 
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２． 学生生活助成事業                            

 

（１） 保健関係                                                                           
     医療費自己負担額に対する補助（診療費補助制度）により、学生の健康管理をサポート 

 

（２） 定期健康診断                                                                        
     定期健康診断、予防接種等の受診に係る経費を助成 

 

（３） 国家試験対策                                                                         
     模擬試験等の国家試験対策に係る経費を助成 

 

（４） 就職活動                                                                        
     就職対策（特別キャリアデザイン講座、セミナー開催等）に係る経費を助成 

 

（５） 学生教育災害傷害保険                                                              
     正課中等の傷害に対応した「学生教育災害傷害保険」に係る経費を助成 

 

（６） 奨学金                                                                            
     奨学金に係る経費を助成 

 

（７） 新入生オリエンテーション                                                         
     新入生オリエンテーション開催に係る経費を助成 

     開催日時 ： 平成 28年 4月 11日（月）、12日（火） 
 

（８） 海外語学研修参加学生の渡航                                                          
     海外語学研修参加学生の渡航に係る経費を助成 

     カ ナ ダ  ： アルバータ大学   平成 28年 8月 5 日（金）～25日（木） 
               参加学生 8名： 看護福祉学部 4名、心理科学部 1名、リハビリテーション科学部 3名 

 

（９） 海外の大学間・学部間連携大学等への学生派遣                                                           

    渡航に係る経費を助成 

派遣先： 9機関（大学・病院） 学生数：32名 

     

（10） 課外活動                                                                              

     課外活動に係る経費を助成 

 

（11） 食堂等の運営                                                                         

     食堂環境整備、サービス向上及び価格低廉化等に係る経費を助成 
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３． 同窓会助成事業                              

 

（１） 同窓会活動支援                                                                    

 

１． 活動支援 
     同窓会活動に係る経費を助成 

     ・薬学部同窓会            ： 会長 田中稔泰  3期 

     ・歯学部同窓会            ： 会長 蓑輪隆宏  1期 

     ・福慧会               ： 会長 川村武昭  3期 

     ・臨床福祉学科同窓会         ： 会長 小畑友希  1期 

     ・臨床心理学科同窓会         ： 会長 上河邉力  5期 

     ・あいの里ＳＴ会           ： 会長 石黒恵美子 8期 

     ・歯学部附属歯科衛生士専門学校同窓会 ： 会長 梶 美奈子 2期 

 

２． 広報支援                        
     同窓会広報誌等の発送に係る通信費を助成 
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