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平成２８年度事業報告書 

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

 

公益財団法人神野教育財団 

 

当財団は、平成２６年３月１９日に愛知県知事から公益法人認定を受け、平成２６年４月１日

付けをもって、これまでの財団法人から公益財団法人へ移行した。 

平成２８年度は、公益財団法人としての３年目の事業年度であり、公益目的事業を実施すると

ともに、より幅広い周知・広報活動に注力した。 

教育・文化活動助成については、当年度は１７件の応募の中から選考委員会の選考を経て９件

に助成を行った。また、７月２８日に開催した授与式については、教育・文化活動助成対象者お

よび大学院生奨学生、海外研修助成対象者、当財団役員等約４０名の参加を得て、助成対象者に

よる発表会及び関係者による交流会が充実したものとなるよう努めた。 

 

１．事業の状況 

（１）経済的な理由により修学が困難である学生に対する奨学金の給付 （定款第４条１号） 

当財団が指定する大学院の修士または博士課程に在籍する学生で、学長より推薦を受けた者

より選考の結果、２名に年額５０万円の奨学金を給付した。 

（２）地域の教育・文化の向上に資する活動に対して助成する事業 （定款第４条２号） 

①当年度内に行われる愛知県東三河地区を基盤とした優れた学校教育活動または社会教育活動、文

化活動を行っている個人または団体に対して、その活動費用の一部を事前に助成するもの（公募

方式） 

当年度は１７件の応募があり、選考の結果、下記９件に合計 1,480,000円を支給した。 

№ 団体名（個人名） 活動名称（テーマ） 

1 愛知大学丸山薫の会 パンフレット『丸山薫の世界』の出版 

2 愛知県立豊橋特別支援学校 Let's dance! 協力しよう！表現しよう！笑顔を広げよう！ 

3 豊橋市立多米小学校 
思い出せ幸せの記憶、めくれ自作のキンダーブック、カナリーニョ

の国で 

4 【個人】大村 廉 豊橋市における STEAM教育の実施と活性化活動 

5 名倉を楽しく元気にする会 空き家と休耕地を活用した多世代学習型『交流拠点の創出』 

6 豊川市立天王小学校 命を紡ぐ学校避難所になる ～わたしたちができる防災対策～ 

7 渥美半島の風社中 
地域文化情報誌「渥美半島の風」の刊行と「渥美半島の風」シンポ

ジウムの開催 

8 
豊橋創造大学経営学部 

今井ゼミプロジェクト 

iPad活用と若年層へのコンピュータサイエンス教育の展開 

－Hour of Code 夏休み全国 100 校 1 万人プログラミング開催と

CoderDojo豊橋の開校－ 

9 神野新田研究会 
神野新田の人々の記録・史料収集と公開活動 

－新田完成 120年目にひいおじいさんの歩んだ道をたどって－ 

 

②愛知県東三河地区を基盤として、自然、環境、歴史、国際、暮らし、エネルギー等をテーマ

とし、教育・文化活動の振興に寄与すると認められる講演会、研修会、展示会等に対して助

成を行うもの。（地方自治体、他公益法人との共催方式） 

理事会での審議を経て、下記１件に 100,000円を支給した。 
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№ 事業名 

１ 「青少年のための科学の祭典２０１６・東三河大会」 

 

（３）自主的に海外研修を行う学生に対して助成する事業 （定款第４条３号） 

当財団が指定する大学院の修士または博士課程に在籍する学生が自ら主体的に企画した海外

研修活動について、学長より推薦を受けた者より選考の結果、３件にそれぞれ３０万円を支

給した。 

（４）平成２８年度選考委員会 

日  時：７月６日（水）１４時～１５時３０分 

場  所：中部ガス株式会社本社６階会議室 

（５）平成２８年度決定通知書授与式 

日 時：７月２８日（木）１０時～１２時 

場 所：ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 ザ・グレイス 

 

２．庶務・管理 

（１）役員等に関する事項 

役職名 氏名 就任年月日 主な職業（平成 29年 3月末日現在） 

理事長 神野 信郎 平成 28年 6月 28日 サーラグループ 名誉顧問 

常務理事 松井 和彦 平成 28年 6月 28日 株式会社サーラコーポレーション 代表取締役専務 

理事 伊藤 晴康 平成 28年 6月 28日 学校法人藤ノ花学園 理事長 

理事 伊奈 彦定 平成 28年 6月 28日 豊橋交響楽団 顧問 

理事 大林 淳男 平成 28年 6月 28日 学校法人穂の国学園 学監 

理事 神野 吾郎 平成 28年 6月 28日 中部瓦斯株式会社 代表取締役社長 

監事 河合 秀俊 平成 28年 6月 28日 愛知大学 名誉教授、経営学博士 

監事 中西 隆一 平成 28年 6月 28日 税理士 

評議員 足木 準治 平成 26年 4月 1日 公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟 理事長 

評議員 神野 義郎 平成 26年 4月 1日 豊橋鉄道株式会社 シニアーアドバイザー 

評議員 小林 和夫 平成 26年 4月 1日 豊橋商工会議所 理事兼事務局長 

評議員 戸田 敏行 平成 26年 4月 1日 愛知大学 地域政策学部教授 

評議員 中村 捷二 平成 26年 4月 1日 中部瓦斯株式会社 代表取締役会長 

評議員 松尾 享史 平成 26年 4月 1日 サーラ住宅株式会社 取締役管理部長 

評議員 満田  稔 平成 26年 4月 1日 学校法人桜丘学園 理事長 

評議員 山口 信仁 平成 26年 4月 1日 サーラ住宅株式会社 代表取締役社長 

（２）職員に関する事項 

中部瓦斯株式会社社員の兼務により事務の処理を行っている。 

（３）役員会等に関する事項 

① 理事会 

開催年月日 議 事 事 項 

平成２８年 

６月６日 

第１号議案 平成２７年度公益財団法人神野教育財団事業報告及び収支決算について 

第２号議案 中部瓦斯株式会社臨時株主総会における議決権行使について 

第３号議案 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行に伴う諸規程整備に

ついて 

第４号議案 平成２８年６月定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項につ

いて 

第５号議案 平成２８年度選考委員について 

報告事項  業務執行状況について 
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平成２８年 

６月２８日 

報告事項  平成２８年度定時評議員会の決議内容について 

第１号議案 理事長（代表理事）の選定について 

第２号議案 常務理事（業務執行理事）の選定について 

平成２９年 

３月２９日 

第１号議案 平成２９年度事業計画および収支予算について 

報告事項  業務執行状況について 

 

② 評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 

平成２８年 

６月２８日 

第１号議案 議長の選出について 

第２号議案 議事録署名人の選出について 

第３号議案 平成２７年度公益財団法人神野教育財団事業報告及び収支決算につ

いて 

第４号議案 公益財団法人神野教育財団理事の選任について 

第５号議案 公益財団法人神野教育財団監事の選任について 

報告事項 

・社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の施行に伴う諸規程整備について 

・平成２８年度選考委員について 

 

（４）重要な契約に関する事項 

該当なし 

 

（５）その他の重要事項  

① 許認可に関する事項 

該当なし 

 

以上 


