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第 3期　事業報告
平成 23 年（2011 年）4月 1日から
平成 24 年（2012 年）3月 31 日まで

※以下、文章内においては西暦表記といたします。

概　況

　当財団の 2011 年度事業は、関係各位の適切なご指導とご協力のもと円滑に遂行し、
無事終了することができました。

　本事業報告においては、2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日までの第 3期 事業
を報告いたします。

　奨学金事業においては、2011 年 5 月に 2011 年度奨学生 15 名を決定し、2008 年度・
2009 年度・2010 年度奨学生とあわせ、58 名の理工系大学生への奨学金給付による
修学支援を行いました。
　また、2012 年度の奨学生募集に際しては、2012 年 3 月 31 日の締め切りまでに 29
名の応募を受け付けました。
　さらに、2008 年度奨学生（2012 年 3 月卒業：奨学金給付第 3期生）の大学卒業に
あたり、進路アンケートを実施いたしました。

　植樹事業においては、小学校 1校への苗木の寄贈及び植樹活動、高等学校１校 へ
の苗木の寄贈を実施いたしました。また、2012 年度植樹希望施設及び苗木寄贈先の
募集を行い、2012 年 2 月末日までに 4施設から苗木寄贈及び植樹希望の申し込みを
受け、施設担当者との打合せを行いました。

　本事業年度も事業計画どおりすすめることができましたが、これにとどまること
なく、今後は、より充実した内容の事業が実施できるよう体制を整えてまいります。
　また、財団の効率的運営に努め、より公益に貢献できるよう積極的に事業をすす
めてまいります。



1. 事業活動

-1. 奨学金給付事業<公益目的事業１>

　(1) 奨学生の採用
　　　2011 年度奨学生については、10 高校から 29 名の応募があり、第一次選考（4
　　月 14 日）、第二次選考（5月 8日）を実施しました。選考の結果、15 名を 2011
　　年度奨学生として採用いたしました。

　(2) 奨学金の給付
　　　2008 年度奨学生 14 名、2009 年度奨学生 14 名、2010 年度奨学生 15 名、2011
　　年度奨学生 15 名（計 58 名）に対し、奨学金給付による修学支援を行いました。
　　　奨学生からは、4月、10 月に成績証明書等の提出を受け、奨学金受給資格が
　　あることを石田業務執行理事、事務局で確認しております。
　　　奨学生 58 名に対する奨学金給付は、5月（2011 年 4 月～ 9月分）と 11 月（2011
　　年 10 月～ 2012 年 3 月分）の 2回実施しました。

　(3) 奨学生の募集
　　　2011 年 12 月に東北信地域 49 高校に 2012 年度奨学生募集案内を送付しま　
　　した。2012年3月31日に募集を締め切り、11高校から29名の応募がありました。

　(4) 2008 年度奨学生（2012 年 3 月卒業生）のアンケート　　　　
　　　2008 年度奨学生へ卒業後の進路についてアンケートを行いました。卒業後　
　　の進路は下表のとおりです。
　　　　

就職 進学等 奨学生数県内 県外 大学院 その他
2006 年度
奨学生 3名 2名 4名 - 9 名

2007年度
奨学生 - 2名 11名 - 13 名

2008年度
奨学生 1名 3名 9名 1名 13名

【奨学生大学卒業後進路】

　就職については、長野県内 1名、県外 3名です。
　大学院進学者は 9名であり、今後の研究等により科学技術の振興に貢献
していただけるものと思っております。また、地域に貢献できる人材育成
という面から大学院卒業者の地域貢献を期待する結果となりました。



-2. 植樹緑化事業<公益目的事業２>

　(1) 2011 年度植樹施設
　　2011 年 6 月 4 日 坂城町立南条小学校（埴科郡坂城町）へ苗木寄贈及び植樹活
　動を実施いたしました。、また 6月までに上田高校（上田市）へ苗木の寄贈を行い
　ました。

【2011 年度植樹施設及び苗木寄贈明細】

実施施設
坂城町
南条小学校

上田市
上田高校

実施月日 6月 4日（土）
時間：9:00 ～ 12:00 4 月～ 6月

面　積 110㎡ －

植樹本数
樹種

538本
25種 142 本

参加人数
約 145名

児童・保護者 120 名
HIOKI 25 名

ー

坂城町立南条小学校　植樹の様子



(2) 2012 年度植樹希望施設及び苗木寄贈先の募集
　2011 年 12 月に長野県 77 市町村の市長村長あてに募集案内を送付し、2012 年度
植樹希望施設及び苗木寄贈先の募集を行いました。2012 年 2 月末日（締切り）ま
でに 4施設からお申し込みをいただきました。
　下記、施設については、担当者と打合せを行い、順次、実施してまいります。

【2012 年度植樹申込施設】

申込施設
（申込担当者）

坂城町
南条小学校
（南条小学校）

千曲市
更埴西中学校

（千曲市教育委員会）

駒ヶ根市
赤穂東小学校
（赤穂東小学校）

長野市
奥裾花自然園

（長野市地域振興部
鬼無里支所）

実施希望
月　日 6月初旬 5月 20日前後 5月～ 6月 6月初旬

面　積 約 100㎡ 約 200㎡ 約 200 ㎡ 約 200 ㎡

本　数 500～ 600 本 800 本 1,000 本 1,000 本

参加人数 約 120 30 名 500 名 140 名

備　考

小学校校庭南側に
植樹、2年生児童・
保護者参加行事と
して実施希望
（2011 年度植樹予
定分を 2012 年度
に繰越し）

新校舎完成、竣工
記念として植樹
緑化委員を中心に
実施希望

構内の樹木の減少
にともない植樹を
希望、全校行事と
して実施し、愛校
心や自然への興味
を育む

奥裾花自然園観光
センター（駐車場）
周囲に植樹希望、
自然環境学習会参
加者他のグループ
と協力して実施し
たい

2. 決算報告

　2011 年度決算報告として、第 3期（2011 年 4 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日まで )
財務諸表及附属明細書並びに財産目録を掲載いたしました。

平成 23 年度（2011 年度）事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律施行規則」に規定する附属明細書「事業報告書内容を補足する重要な事項」に
該当の事項はありません。

平成 24 年（2012 年）6月
公益財団法人HIOKI 奨学・緑化基金

《附属明細書》

以上




















