
大 コ あ – ２５ 号 

令和２年１０月２０日 

 

 

大学コンソーシアムあきた理事 各位 

 

 

大学コンソーシアムあきた   

理事長 山 本 文 雄 

 

 

令和２年度第５回大学コンソーシアムあきた理事会（持ち回り）の 

審議結果について（通知） 

 

メール持ち回りにより開催しておりました標記会議における議事について，下記のとおりとな

りましたのでお知らせします。 

 

議事 

１．秋田経済同友会寄附金に係る配分案について 

   このことについて，資料に基づき審議した結果，「配分案３」で配分することが了承された。 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



大コあ  – ２３  号 

令和２年１０月１３日 

 

大学コンソーシアムあきた理事 各位 

 

大学コンソーシアムあきた   

理事長  山 本 文 雄 

 

 

令和２年度第５回大学コンソーシアムあきた理事会（持ち回り）の 

開催について（通知） 

 

下記の議事について，持ち回り（メール）により理事会を開催いたしますので，別紙回答様式

により１０月１６日（金）までに下記担当宛ご回答くださいますようお願いいたします。 

また，頂いたご意見の取扱いについては，理事長に一任させていただきます。 

 

議事 

１．秋田経済同友会寄附金に係る配分案について（資料 1-1，1-2） 

令和２年１０月５日付け大コあ－２１号にて，秋田経済同友会寄附金に対する各機関の支援

希望を照会したところ，資料１－１のとおり回答がありました。 

秋田経済同友会寄附金の総額 1,040万円（令和 2年 10月 8日現在）に対し，資料１－１の支

援希望金総額が約 2,126 万円となっております。各機関への配分金額については，大学コンソ

ーシアムあきた事務局及び理事長において，資料１－２のとおり配分案１～３及び４を作成し

ましたが，案を絞り込むことができず大変苦慮しております。 

このことについて，賛同する配分案についてご審議いただき，別紙様式によりご回答願いま

す。 

   

  ○添付資料 

   資料１－１ 秋田経済同友会寄附金に対する各機関の支援希望書 

   資料１－２ 秋田経済同友会寄附金の配分案 

参考資料１ 令和２年度大学コンソーシアムあきた構成機関負担金一覧 

   参考資料２ 寄附金総額について（令和 2年 10月 8日現在） 

       

 大学コンソーシアムあきた事務局 伊藤昌之  
住所：〒010-8502 
   秋田市手形学園町 1-1 
   秋田大学総合学務課内 
TEL：018-889-2843 FAX：018-889-3194 
E-mail：conso@jimu.akita-u.ac.jp 



令和２年度第５回大学コンソーシアムあきた理事会 回答票                                  

 

構成機関名：               

 

委員氏名：                

 

 

 

議事１．秋田経済同友会寄附金に係る配分案について 

（該当欄に○を付けてください。） 

（案の順番は，提案上位順ではないことを申し添えます。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述欄（ご意見がありましたら，記載願います。配分案４の場合は、本紙もしくは 

別途任意様式でご回答ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

配分案１  

配分案２  

配分案３  

配分案４  

 



名簿　１

N0. 構成機関名 役職 氏名 備考

1 秋田大学 学長      山　本　文　雄

2 秋田県立大学 学長      小　林　淳　一

3 国際教養大学 学長      鈴 木　典比古

4 ノースアジア大学 学長      小　泉　 　　健

5 秋田看護福祉大学 学長      小　泉　正　樹

6 日本赤十字秋田看護大学 学長      安　藤　広　子

7 秋田公立美術大学 学長      霜　鳥　秋　則

8 秋田栄養短期大学 学長      小　泉　 　　健

9 聖霊女子短期大学 学長      平　垣　ヨシ子

10 日本赤十字秋田短期大学 学長      安　藤　広　子

11 聖園学園短期大学 学長      門　戸　美　智

12 秋田工業高等専門学校 校長      植　松　 　　康

13 放送大学秋田学習センター 所長      西　田　 　　眞

14 秋田職業能力開発短期大学校 校長      山　田　 　　浩

15 秋田県あきた未来創造部 次長      久　米　　 　寿 特別委員

令和２年度大学コンソーシアムあきた理事名簿



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する
〇

（支援を）希望

しない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 〇 不可

経費区分 金額

千円

（給付型奨学金） 2,700 奨学金金額（30千円×90人） 2,700千円

計 2,700

１）背景・緊急性・必要性

２）取組の詳細

３）取組の実施により期待される効果や成果

　大学在籍時には様々な金銭的な負担が学資負担者にのしかかる（授業料、住居費、生活費等）。緊急に生じた経
済的困窮状態において、１人当たり3万円という金額は、学資負担者及び学生に対して、僅かではあるがその金銭
的負担を軽減することに有用であると考える。
　また、経済的理由にさえ合致すれば、全学生対象の制度であるため、秋田経済同友会からの寄附金を平等に支給
することができる。

構成機関名：　秋田大学

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

支援金による経済的困窮学生支援

2,700千円

※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

　今般、学生の親である学資負担者が休業や失業で収入が減り、学業をあきらめてしまうという事態が生じる可能
性が高くなってきている。
　家庭事情等の経済的な理由により一時的に必要となる学資及び生活費の支弁が困難な学生に対し支援金を支給こ
とで、金銭的な理由で学業をあきらめる学生が出ないよう、心理的ハードルを下げることが今回の申請を行う目的
である。

　「学生支援金の給付制度」は、新型コロナウイルス感染症の影響により学業及び生活に支障を来し、支援を要する状態
となったと認められる学生に対し、支援金として一人３万円を支給するものである。

【審査の基準（対象者）】
・本人の収入額（アルバイト収入等）がコロナの影響で著しく減少紙、家賃や生活費の工面に苦慮している者
・保護者等の収入がコロナの影響による減少が大きく、学生への仕送り等の援助が厳しい状況にある者
・修学意欲が高く、今後継続して在学する意思のある者

【審査の方法】
・奨学金申請書及び関係書類（給与明細、保護者の収入がわかるものなど）による書類審査（第１次審査）
・第１次通過者に対する面談等による審査（最終審査）

　現状で学生への支給実績がある本制度を利用し経済的困窮学生への支援を行うことで、アルバイト先の休業や仕送りの
減少等により経済的に困窮している学生に対し、支援を行うことができる。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望す

る
○

（支援を）希望し

ない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

サーモグラフィ
カメラ設置

966千円

計 966千円

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

各キャンパス出入口、もしくは講堂、講義室、実験室等主要な部屋へのサーモグラフィの設置する。
入館・入室者(学生、教職員、その他学外者を想定)は入口のサーモグラフィで体温を測定し、大学で定めた体温以上の
熱がある者については入館せず、適宜事務局に連絡の上、自宅待機等させる取り組みを検討している。

構成機関名：　秋田県立大学　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

コロナ禍における学生の修学支援(授業の実施に関する支援)事業

966千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

サーモグラフィ 322千円×3(秋田、本荘、大潟キャンパス各1)

（２）取組の内容

秋田県立大学では後期から対面授業がスタートしている。学内では感染症対策として消毒用アルコールの講義室及び出
入口への設置、教卓用・カフェテリア用アクリルボードの設置、換気用ドアストッパーの設置、学生・教職員向けの
フェイスガードの配布及び利用、実験室の環境整備など、様々な取り組みを実施している。
感染者が学内に入らないための水際対策としては、学生へ健康観察記録用紙に毎日の体温を記載してもらっているなど
の対応を行っているが、自主的な対応をお願いしているだけで、学生がきちんと体温を測定しているかは把握できてい
ない状況である。そのため、出入口もしくは主要の講義室等にサーモグラフィを用意し、学生が入口で体温測定し、大
学で定めた体温以上の数値が計測された際は自宅待機とする対応を検討している。
今回、上記の理由から各キャンパスにサーモグラフィを設置したく、経済同友会様からの寄付金を利用させていただき
たい。

体調不良者の把握。
罹患者が入館することによる、学内でのクラスター発生の防止。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する
〇

（支援を）希望

しない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

千円

授業料減免 1,450 ①授業料の１/４減免

　20人×174千円＝3,480千円

②授業料の１/８減免

　10人×87千円＝870千円

①＋②＝4,350千円

➞4,350千円×1/3＝1,450千円　※必要経費の1/3の支援を希望

計 1,450

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

新型コロナウイルス感染症拡大により経済的な影響を受けた学生を支援することで、当該学生の学修継続並びに多様
な学生がともに学修する環境を維持し、もって本学における教育内容・効果の向上が図られる。

構成機関名：国際教養大学　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

新型コロナウイルス感染症対応奨学支援事業

１,450千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

新型コロナウイルス感染症拡大により経済的な影響を受けているにも関わらず、国の修学支援新制度等の対象外とな
り、十分な経済的支援を得られていない学生の授業料納付を支援する必要がある。

新型コロナウイルス感染症拡大により経済的な影響を受けているにも関わらず、国の修学支援新制度等の対象となら
ない学生の授業料について、本学独自に新たな減免を行う。
①授業料（年額696,000円）の１/４減免（174,000円減免）
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変した学生で、国の修学支援新制度及び既存の本学独自減免
（半額減免）の対象となっていない者の授業料を減免する。
②授業料（年額696,000円）の１/８減免（87,000円減免）
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により家計が急変した学生で、国の修学支援新制度の対象外だが、既存の本
学独自減免（半額減免）の対象となっている者の授業料を減免する。既存の本学独自減免（半額減免）と合わせて授
業料（年額696,000円）の５/８減免（435,000円減免）となる。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する

（支援を）希望

しない
○ ※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 不可

経費区分 金額

千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

構成機関名：ノースアジア大学　　　　　　　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する

（支援を）希望

しない
〇 ※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 不可

経費区分 金額

千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

構成機関名：秋田看護福祉大学　　　　　　　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。



日本赤十字秋田看護大学

構成機関名：　　　　　　　　　　　　　　日本赤十字秋田短期大学

●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望す
る

○

（支援を）希望し
ない

※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

千円

貸与型奨学金 １，０８０ 貸与月額３０千円　×　１２ヶ月　×　３名分

現在、本学が独自に設けている貸与型奨学金の貸与額が

学生ひとりに対し　月額 ３０千円（年額３６０千円）

とされていることから、学生３名に新たに貸与すること

ができるよう年額１,０８０千円の支援を希望します。

（大学２名、短大１名の設定枠を想定しています。）

計 １，０８０

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

〈参考〉令和元年度卒業生の進路実績（看護大学）

　看護学部看護学科　卒業者数１１８名

　　　職種別割合　看護師　：１０９名
　　　　　　　　　保健師　：　　１名
　　　　　　　　　進　学　：　　７名
　　　　　　　　　その他　：　　１名
　　　就職者割合　秋田県内：　４５名
　　　　　　　　　秋田県外：　６５名

〈参考〉令和元年度卒業生の進路実績（短期大学）

　　　介護福祉学科　卒業者数　１８名

　　　職種別割合　介護福祉士：１７名
　　　　　　　　　その他　　：　１名
　　　就職者割合　秋田県内　：１５名
　　　　　　　　　秋田県外　：　２名

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

コロナ禍の経済的理由により修学が困難な学生に対する貸与型奨学金の拡充

　１，０８０千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

　現在、新型コロナウイルス感染症の影響はさまざまな分野に及んでいます。大学においても対面授業がオンラインによる授業形式に変
わったりと、学業に関わる変化もありますが、それだけではありません。学生や保護者の中には、新型コロナウイルス感染症によって、
経済的な影響を受けている方も少なくありません。予測できない事態で収入が激減してしまい、授業料の支払いが困難になったり、学業
の継続が困難になるケースも、非常に増えています。

　このような学生に向けた支援として、国の支援制度が用意されました。「授業料等減免・給付型奨学金」と呼ばれるもので、2020年4月
から始まった国の制度「高等教育の修学支援新制度」で内容が変更されたものです。保護者の収入および学業その他の要件に応じて入学
金と授業料が減免され、返済不要な給付型の奨学金も併せて支給されます。

　しかしながら、この制度の対象者は、住民税非課税世帯およびこれに準じる世帯が対象となるため、限られた条件の学生しか減免や給
付を受けることが出来ません。本学は学生納付金を主な収入とする私立大学であるため、国公立大学のような授業料等の減免等を十分に
行うことが出来ません。唯一の本学独自の取り組みとして、同窓会等からの寄付金を原資とする「貸与型奨学金」制度がありますが、コ
ロナ禍の影響により困窮する学生が増えており、残念ながら全ての希望者に対して貸与を行うことが出来るまでに至らず、困窮学生に十
分な支援が行き届かない状況にあります。

　今後ひとりでも多くの学生に対し貸与が実施出来るよう、本奨学金拡充へのご支援をお願いする次第です。

　寄付金の使途は「貸与型奨学金」の原資となる基金に組み入れ、対象者を増やしたいと考えています。

　現在、本学が独自に実施しております「貸与型奨学金」の概要は、以下のとおりです。
　（貸与対象者）
　本学に在籍し、学業、素行、健康ともに良好であり、かつ経済的理由により修学が困難と認められる学生です。
　（奨学金の原資）
　貸与型奨学金の原資は、平成８年の開学以来、外部の法人や団体より受け入れた寄付金をもって充てています。
　これまでの大口の寄付者は、日赤看護師同方会秋田県支部、日赤秋田短大・秋田看護大同窓会などの団体です。
　貸与者から返還された奨学金を元にして、次の世代の学生たちへ「貸与型奨学金」として役立てる仕組みです。
　（奨学金の貸与額及び人数）
　月額 30,000円（年額360,000円）　大学・短大ともに年間 １名

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による学生・保護者の更なる状況の悪化に伴い、大学を中退せざるを得ないような事態も想定さ
れているところですが、「給付型奨学金」拡充へのご支援をいただくことで、ひとりでも多くの学生が本学における学びを継続し、秋田
県民の保健・福祉を支える人材として社会に巣立てることを期待しています。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する
○

（支援を）希望

しない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

雑費 1,804千円 ＱＵＯカード４千円分×451名（学部生：429名、大学院生22名）

計 1,804千円

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

経済的に困窮している学生の生活支援の一助となる。

構成機関名：秋田公立美術大学　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

学生への経済支援事業

１,８０４千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

本学において、授業のオンライン化に伴う通信費等の支出増加やアルバイトの自粛により、依然として経済的に困
窮している学生が多い。国からの給付金や本学独自の経済支援を実施したが十分とはいえず、生活に不安を抱えて
いる学生からの相談が続いている。

本学の全学生（大学院生も含む）へ生活支援として、ＱＵＯカードを配付する。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する

（支援を）希望

しない
○ ※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 不可

経費区分 金額

千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

構成機関名：秋田栄養短期大学　　　　　　　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望す

る
○

（支援を）希望し

ない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

千円

ｴｱｺﾝ整備工事 4,235

同換気工事

試食室

調理実習室

ｴｱｺﾝ電源工事 638

計 4,873

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

消費税 58.00

（２）取組の内容

　生活文化科健康栄養専攻および専攻科健康栄養専攻は栄養士養成施設として厚生労働省に認可された施設であり、
集団給食実習室等が必置とされている。近年の気候変動に伴い、一日の最高温度が35℃を超えるような環境におい
て、冷房なしに様々な加熱調理器具を使用しながらの校内での集団調理実習は、学生の体調管理にかなりの慎重さを
必要とした。
　このような状況下、今年度は、例年8月の夏季休暇中に行われる2週間の校外給食管理実習が新型コロナ流行によ
り、高齢者施設、病院等に実習生を受け入れていただくことができなくなったため、急遽、文部科学省、厚生労働省
の指導に従い、校内で実習を行うこととなった。夏季の高温下での実習、また、帽子、上下長袖、立て襟などの調理
着を着用しての調理実習は学生の体調を考えると実行不可能と考えられたため、緊急に集団給食実習室等への冷房新
設が必要とされた。なお、調理実習室は全学生が使用する機会のある実習室でもある。

　集団給食実習室等に今年度の７月から冷房が新設され、校外実習に替わる校内実習が７月13日から開始された。こ
の間、体調の悪化する学生もなく無事に行われた。また、今年度は新型コロナ流行により4月は休校期間であったた
め、夏季休暇が短く、8月19日から授業が再開されたが、今年も8月から9月にかけて最高気温35℃の日が続いた。通常
授業として校内で行われている基礎調理実習、集団調理実習等の実習に関しても冷房が新設されたため、30℃以下の
環境で行うことができ、熱中症の危険も見られることがなかった。

　栄養士養成施設では厚生労働省により、調理実習、集団給食実習、臨床栄養実習、栄養指導実習等多くの調理実習
を行うことが義務付けられている。これら実習室の冷房完備による環境改善により、学生は熱中症発症の心配なく、
実習内容の理解、調理技術の習得等に専念することが可能となった。また、校外実習に替わる2週間という長期の校内
実習においても校外実習と同等の実習内容を行うことができ、同等の成果を得ることができた。このことから、新型
コロナ流行下の状況にあっても、質をおとすことのない栄養士教育を行うことができたと考えられる。

試食室 105.00

調理実習室 159.00

集団給食実習室 各室ｴｱｺﾝンへ電源を供給 286.00

同換気工事 30.00

値引き ▲ 211.65

消費税 385.00

天吊型ｴｱｺﾝ1台取付け 607.40

天吊型ｴｱｺﾝ2台取付け 1,446.80

諸経費 359.75

効率をアップするため 214.90

構成機関名：学校法人聖霊学園　聖霊女子短期大学

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

聖霊女子短期大学　集団給食実習室等の冷房新設工事（エアコン整備工事）

4,873千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

集団給食実習室 天吊型ｴｱｺﾝ2台取付け 1,432.80



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する
○

（支援を）希望

しない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

千円

無線LAN設置に
係る電気設備工
事

6,600

タブレットPC 788

計 7,388

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

　新型コロナウイルス感染症が拡大する状況下において、秋田県内の感染者数は全国と比較しても少
数に留まっている。本学においても学生や教職員の感染がないことから、ゴールデンウィーク以降は
対面授業を継続して実施することができている。
　対面授業においては、３密を回避するために学生間のソーシャルディスタンスを確保するよう努め
ているが、各教室の収容人数に限界があるため、授業によってはどうしても大人数で実施しなければ
ならず、十分な感染症対策がとれていない状況にある。
　この状況を改善するために、大人数で実施している講義科目については、１つの授業に対して２つ
の教室を使用し、対面授業と遠隔授業を併用して実施する等の対策が必要であると考える。

構成機関名：　　聖園学園短期大学　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

聖園学園短期大学コロナ禍対策支援事業

7,388

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

無線LANアクセスポイント 20台、
スイッチングハブ 9台、
UTBケーブル 600ｍ、
その他付属品、支持材、消耗品雑材、電光費、試験調整費、既存調査費、
既存端子板改造、既存配線盛替、天井撤去復旧、足場工事、清掃養生費、
産廃処理費、運搬費、現場雑費、協力会社経費
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上一式　6,600,000円

Apple ipad 10.2Inchi Wifi 128GB 10台　60,280×10＝602,800円
Apple ipad用SmartKeyBoard 10台　　　　18,480×10＝184,800円
 
　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　計787,600円

（２）取組の内容

　１つの授業に対して２つの教室を使用し、対面授業と遠隔授業を併用した授業を実施するために
は、教室の確保の他に、通信環境の整備が必要となる。具体的には学内全域に無線LANを設置するこ
とで、授業教室以外に授業内容を配信できるようにする。
　また、無線LANの設置により、スマートフォンやタブレット等の通信機器を使用した授業が活発に
なることから、これらの通信機器を所持していない学生に対し、タブレットを貸与することにより学
修機会を確保する。

　授業教室以外に授業内容を配信することで、ソーシャルディスタンスを確保できることから、学生
が不安なく授業に臨むことができる。
　無線LANの設置により、教員が学生の通信料を気にすることなく、スマートフォン等を使用した授
業ができるとともに、授業のペーパーレス化が期待できる。授業内容も学生が動画等をとおして、よ
り視覚的に情報を取り入れることができるとともに、様々なアプリケーションの活用により、教員は
多角的に授業を展開することができる。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する
○

（支援を）希望

しない
※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位 1

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

経済支援 768千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

優先順位 2

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 ○ 不可

経費区分 金額

設備費 227千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

学生アルバイト代相当額（R2.11月～R3.3月実施予定分）

　96,000※円×8人＝768,000円

　　※時給800円×3h/日×2回/週×4週×5ヶ月

（２）取組の内容

　本校では，新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し，奨学金や授業料免除等の支援を活用した
上で，更にやむを得ずアルバイトを行い，授業料・学用品の支出・生活費等を負担するケースが増加している。
そのことにより，本来学生が学修に充てる時間が割かれ，今後の学業への支障が生じないか懸念されているとこ
ろである。上記理由により，当該状況の学生について経済的支援を行い，学修機会の確保を図りたい。

　　新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変するなど，現在やむを得ない理由によりアルバイトを
　行っている学生に対して，経済的支援を行う。
　　・対象学生数：８名（10/1時点　アルバイト許可済人数）
　　・支　援　額：１名あたり96,000円　→　アルバイトに係る届出書から平均を求め，下記定義により一律で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済的支援を行う。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①時給:800円　②1勤務当たりの業務時間数:3h　③勤務回数：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週2回（1ヶ月当たり8回）　④支援期間:5ヶ月（支給予定時期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　である11月以降の今年度残月を支援対象期間として想定）

　現状やむを得ず従事しているアルバイトの時間数減少が見込まれ，本務である学業に専念する時間数の増加が
期待できる。

（１）取組の概要

遠隔授業実施に要する通信機器の整備

227　千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

学生貸与用Wi-Fiルーター(学校持出分)

　11,350円×20台＝227,000円

　本校では現在対面にて授業を行っているが，遠隔授業の環境構築を行うため補助金を活用し各種整備を行って
いるところである。当該要望機器はWi-Fi通信が困難である地域において必要となる学生への貸与用であるが，
補助金等では交付される金額に不足が生じており，対応に苦慮している。

　新型コロナウイルス感染症により休校が発生した場合に備え，ネット環境がない学生への貸与用として購入し
たポケットWi-fiについて持出費用が生じているため，当該費用に利用したい。

　支援により，更なる教育の質向上に繋げることができる。

（２）取組の内容

構成機関名：秋田工業高等専門学校　　　　　　　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

積算内訳

学生生活継続における経済支援

768　千円

積算内訳（単位：千円）

（１）取組の概要



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する

（支援を）希望

しない
○ ※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 不可

経費区分 金額

千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

構成機関名：放送大学秋田学習センター　　　　　　　　　　　　　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。



●秋田経済同友会寄附金への支援希望について

１．支援希望の有無について、該当欄に○を付けてください。

（支援を）希望

する

（支援を）希望

しない
○ ※「希望しない」に○をつけた機関は、回答は以上となります。

　※申請内容が複数ある場合は、下記データを適宜追加いただき、優先順位を設定ください。

優先順位

事業名

希望金額
（単位：千円）

可 不可

経費区分 金額

千円

計

　１）背景・緊急性・必要性

　２）取組の詳細

　３）取組の実施により期待される効果や成果

積算内訳（単位：千円）

積算内訳

（２）取組の内容

構成機関名：秋田職業能力開発短期大学校　　

２．上記１．で「希望する」に○をつけた機関は、①希望金額及び②支援を必要とする事業内容を記載願います。

（１）取組の概要

千円

　※配分調整の結果、減額されても取組みを実施できるかどうかについて、
　　可・不可のどちらかに○をつけてください。



秋田経済同友会寄附金の配分について（配分案１）

◎配分予算額（寄附金総額） 10,400,000 円

◎配分案１（支援希望額に関わらず，学生数に基づき配分するもの）

機関名
支援希望の

有無
希望額 学生数

学生数による

配分割合

学生数による

配分金額

秋田大学 ○ 2,700,000 4,370 51.05% 5,310,000

秋田県立大学 ○ 966,000 1,652 19.30% 2,010,000

国際教養大学 ○ 1,450,000 865 10.10% 1,050,000

ノースアジア大学 ×

秋田看護福祉大学 ×

日本赤十字秋田看護大学

日本赤十字秋田短期大学
○ 1,080,000 468 5.47% 570,000

秋田公立美術大学 ○ 1,804,000 429 5.01% 520,000

秋田栄養短期大学 ×

聖霊女子短期大学 ○ 4,873,000 249 2.91% 300,000

聖園学園短期大学 ○ 7,388,000 214 2.50% 260,000

秋田工業高等専門学校 ○ 995,000 314 3.67% 380,000

放送大学秋田学習センター ×

秋田職業能力開発短期大学校 ×

合　　計 8 21,256,000 8,561 100.00% 10,400,000



秋田経済同友会寄附金の配分について（配分案２）

◎配分予算額（寄附金総額） 10,400,000 円

◎配分案２（支援希望額に関わらず，負担金割合に基づき配分するもの）

機関名
支援希望の

有無
希望額

大学コンソーシア

ムあきた負担金

負担金に基づいた

配分割合

負担金に基づいた

配分金額

秋田大学 ○ 2,700,000 700,000 26.92% 2,800,000

秋田県立大学 ○ 966,000 500,000 19.23% 2,000,000

国際教養大学 ○ 1,450,000 400,000 15.38% 1,600,000

ノースアジア大学 ×

秋田看護福祉大学 ×

日本赤十字秋田看護大学

日本赤十字秋田短期大学
○ 1,080,000 350,000 13.46% 1,400,000

秋田公立美術大学 ○ 1,804,000 350,000 13.46% 1,400,000

秋田栄養短期大学 ×

聖霊女子短期大学 ○ 4,873,000 100,000 3.85% 400,000

聖園学園短期大学 ○ 7,388,000 100,000 3.85% 400,000

秋田工業高等専門学校 ○ 995,000 100,000 3.85% 400,000

放送大学秋田学習センター ×

秋田職業能力開発短期大学校 ×

合　　計 8 21,256,000 2,600,000 100.00% 10,400,000



秋田経済同友会寄附金の配分について（配分案３）

◎配分予算額（寄附金総額） 10,400,000 円（Ａ）

◎配分案３（支援希望額を基に，負担金割合を考慮したもの）

機関名
支援希望

の有無

希望額

（B）

大学コンソーシ

アムあきた負担金

配分割合

（C）

配分基準額

（D＝Ａ×C）

（端数調整）

配分後の残額

（E＝D－B）

（※万単位以下端数

調整）

再配分額

（F）

最終配分額

（G）

（※万単位以下端

数調整）

秋田大学 ○ 2,700,000 700,000 26.92% 2,800,000 100,000 2,700,000

秋田県立大学 ○ 966,000 500,000 19.23% 2,000,000 1,030,000 970,000

国際教養大学 ○ 1,450,000 400,000 15.38% 1,600,000 150,000 1,450,000

ノースアジア大学 ×

秋田看護福祉大学 ×

日本赤十字秋田看護大学

日本赤十字秋田短期大学
○ 1,080,000 350,000 13.46% 1,400,000 320,000 1,080,000

秋田公立美術大学 ○ 1,804,000 350,000 13.46% 1,400,000 0 400,000 1,800,000

秋田栄養短期大学 ×

聖霊女子短期大学 ○ 4,873,000 100,000 3.85% 400,000 0 400,000 800,000

聖園学園短期大学 ○ 7,388,000 100,000 3.85% 400,000 0 400,000 800,000

秋田工業高等専門学校 ○ 995,000 100,000 3.85% 400,000 0 400,000 800,000

放送大学秋田学習センター ×

秋田職業能力開発短期大学校 ×

合　　計 8 21,256,000 2,600,000 100.00% 10,400,000 1,600,000 1,600,000 10,400,000

※配分割合（C）について

　大学コンソーシアムあきた会費の負担金総額330万円から、支援を希望しなかった機関の負担金額70万円を差引いた金額260万円を「分母」とする。

　大学コンソーシアムあきた会費の各機関の負担金額を「分子」とする。

※配分基準額（D）について

　寄附金総額1,040万円（Ａ）に、配分割合（C）をかけて算出した金額。

※配分後の残額（E）について

　希望額（B）が配分基準額（D）以内の機関には、希望額を配分する。

　なお、この際生じた配分後の残額を計算するために、配分後の残額が生じる機関のみ算出する。

※再配分額（F）について

　希望額（B）が配分基準額（D）を上回っている機関には、配分後の残額（160万円）を希望額に満たない４機関で案分し、配分する。

※最終配分額（G）について

　①希望額（B）が配分基準額（D）以内の機関には、希望額を配分する。

　②希望額（B）が配分基準額（D）を上回っている機関には、配分後の残額（E）を再配分する。



秋田経済同友会寄附金の配分について（配分案４）

◎配分予算額（寄附金総額） 10,400,000 円

◎配分案４（その他：案１～３以外の案があればお知らせください。）



N0. 構成機関名 構成機関の長 負担金額(円)

1 秋田大学 学長　山　本　文　雄 700,000

2 秋田県立大学 学長　小　林　淳　一 500,000

3 ノースアジア大学 学長　小　泉　 　健 200,000

4 秋田看護福祉大学 学長　小　泉　正　樹 200,000

5 国際教養大学 学長　鈴　木　典比古 400,000

6,7
日本赤十字秋田看護大学
日本赤十字秋田短期大学

学長　安　藤　広　子 350,000

8 秋田公立美術大学 学長　霜　鳥　秋　則 350,000

9 秋田工業高等専門学校 校長　植　松　 　康 100,000

10 放送大学秋田学習センター 所長　西　田　 　眞 100,000

11 秋田栄養短期大学 学長　小　泉　 　健 100,000

12 聖霊女子短期大学 学長　平　垣　ヨシ子 100,000

13 聖園学園短期大学 学長　門　戸　美　智 100,000

14 秋田職業能力開発短期大学校 校長　山　田　 　浩 100,000

計 3,300,000

令和２年度大学コンソーシアムあきた構成機関負担金一覧



寄附金総額について（令和 2 年 10 月 8 日現在） 

 秋田経済同友会から 10 月５日付けで報告のあった寄附額について，10 月 8 日付け追加

の寄附があった旨の連絡がありました。ついては，下記のとおり最終的な寄附額をお知ら

せいたします。 

記 

企業 156 口  780 万円 

個人 130 口  260 万円 

―――――――――――――― 

計  1,040 万円 

以上 
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