
2019年6月24日（月） 午後5時30分～ 

会 場：小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 21階 「遥」 

次 第 

司会進行：新宿区専修学校各種学校協会事務局 内田 満 

     （日本電子専門学校 総務部長） 

Ⅰ 総 会  午後5時30分～午後6時 

１、開会あいさつ 

２、会長あいさつ 

３、議    事 

1）第１号議案  2018年度事業報告 

2）第２号議案  2018年度決算報告・監査報告 

3）第３号議案  2019年度事業計画案 

4）第４号議案  2019年度予算案 

5）第５号議案  その他 

４、閉会あいさつ 

Ⅱ 懇親会  午後6時～午後7時30分 

新宿区専修学校各種学校協会

2019年度 総会・懇親会 



2018年度事業報告 

1. 新宿区外国人留学生学習奨励基金 2018年度候補者の推薦について 

会員校より4校4名の応募があり、新宿区に推薦した。その結果2校2名が採用され

た。(日本電子専門学校、東京マルチメディア専門学校) 

2. 2018年度「総会・懇親会」の開催 

1）総 会 2018年6月27日（水）17:30～18:00 

   於：小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 21階 パークルーム 

参加校 14校 参加者 27名  賛助会員校 1校 参加者 2名 

議 題  2017年度事業報告・収支決算報告 

         2018年度事業計画案・収支予算案 

         その他 

2）懇親会 18:00～20:00 

来賓 

新宿区 区長     吉住 健一 様 

新宿区 地域振興部 部長              加賀美 秋彦 様 

新宿区 地域振興部 多文化共生推進課長      内野 桂子 様 

新宿区 地域振興部  

新宿未来創造財団事業担当 事務局次長     佐藤 陽一 様 

新宿区 文化観光産業部 新宿観光振興協会担当課長 菊地 加奈江 様 

新宿区 文化観光産業部 産業振興係長        黒澤 照美 様 

新宿区 子ども家庭部 男女共同参画課長      北沢 聖子 様 

新宿区 教育委員会 教育支援課長      志原 学 様 

警視庁 新宿警察署 生活安全課 課長   竹内 真之 様 

東京都専修学校各種学校協会 事務局長        真崎 裕子 様 

東京商工会議所新宿支部 事務局長       中台 浩正 様 

株式会社専門学校新聞社 代表取締役社長       西島 芳男 様 

株式会社専門学校新聞社 部長           内藤 達實 様 

株式会社新宿区新聞社 代表取締役社長      喜田 勇 様 

株式会社新宿区新聞社 企画部          植木 雄人 様 

                                  15名 



3. 2019年「新年会」の開催 

新年会 2019年2月1日(金)  18：00 ～ 19：30 

於： 小田急ホテルセンチュリーサザンタワ－21階 「遥」  

参加校 14校 参加者 27名  賛助会員校 2校 参加者 2名 

来賓 

新宿区 総務部                      針谷 弘志 様 

新宿区 地域振興部 新宿未来創造財団等担当課長 佐藤 陽一 様 

新宿区 地域振興部 多文化共生推進課 

しんじゅく多文化共生プラザ所長    鍋島 協太郎 様 

新宿区 子ども家庭部 男女共同参画課長       北沢 聖子 様 

新宿区 文化観光産業部 新宿観光振興協会担当課長 菊池 加奈江 様 

新宿区 文化観光産業部 産業振興課長  村上 喜孝 様 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会 事務局長 真崎 裕子 様 

東京商工会議所 新宿支部 事務局長      中台 浩正 様 

株式会社専門学校新聞社 代表取締役社長  西島 芳男 様 

株式会社専門学校新聞社 部長   内藤 達實 様 

株式会社新宿区新聞社 顧問    喜田 広 様 

                               11名 

4. 文部科学省委託事業 

「新宿区留学生就職支援コンソーシアム分科会」報告 

 1、新宿区留学生就職促進セミナー 

  資料1 

 2、新宿区留学生就職マッチング説明会 

  資料2 

















２０１９年度事業計画 

１． 新宿区外国人留学生学習奨励基金 ２０１９年度候補者の推薦について 

２．２０１９年度「総会・懇親会」の開催 

  日程 ２０１９年６月２４日（月）  

  場所 小田急ホテルセンチュリ－サザンタワ－２１階「遥」 

３．東京商工会議所新宿支部と合同で「新宿地区留学生のための就職フェア」

開催 

  日程 ２０１９年７月１３日（土）１１：３０～１５：３０ 

  場所 ＢＩＺ新宿 多目的ホール 

４．文部科学省委託事業「就職支援プロジェクト」推進 

５．「公共職業訓練 長期高度人材育成コース」（東京都専門人材育成訓練）の

推進 

６．新年会の開催 

  ２０２０年１月～２月 



２０１９年６月２４日（月） 

新宿区専修学校各種学校協会 会員校各位 

新専各における公共職業訓練長期高度人材育成コース

（東京都専門人材育成訓練）の推進について（案）

学校法人電子学園 

理事長 多 忠貴 

 厚生労働省では、ハロートレーニング（公共職業訓練）において、これまで

能力開発機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象に、国家資格の取得

等を目指す長期高度人材育成コースを拡充し、高い可能性で正社員就職に導く

ことができる充実した訓練を実施するための予算を編成しています。 

 平成30年度においては、379億円を予算計上し、全国で約2万5千人規模の

受講者を見込んでいましたが、結果として約4千2百人（約17％）の受講に止

まっています。 

 しかしながら、平成31年度における長期高度人材育成コースの予算規模は、

前年度を16億円上回る395億円を計上し、引き続きの推進を掲げていることか

ら、我が国における高度人材の育成・正規雇用労働者の確保が急務であること

が伺えます。 

 こうした状況を踏まえるとともに、「社会人の学び直し」に対し、その一翼を

担う専門学校として積極的な参画が求められる中、新専各においても平成31年

度の事業計画の中に「公共職業訓練（長期高度人材育成コース）の推進」を位

置づけ、加盟各校の協力を図ることを提案致します。 

 なお、参考として、以下にこれまでの経緯と平成31年度開講における申請か

ら学生募集の流れ等を記します。 

■これまでの委託訓練コース 
 ・離職者訓練の期間は、主に原則3～6か月の短期訓練 

 ・早期再就職を目指す 

■長期高度人材育成コース 
 ・国家資格の取得等ができる1～2年に長期離職者訓練を推進 

 ・正社員就職を目指す 

 ・就職後の定着指導やフォローアップの支援を行う 

 ・対象者はハローワークに求職登録している非正規雇用労働者等 

 ・専門学校においては、職業実践専門課程が対象 

■平成30年度 東京都における長期高度人材育成コースの受講状況（速報値） 
 ・コース総計・・・628人 

・介護福祉士コース・・・184人 

・保育士コース・・・387人 

資料3 



・その他（建築・製造・事務・情報・サービス・医療福祉等）・・・57人 

■平成31年度開講における申請から学生募集等の流れ 
➣ ・平成30年10月説明会開催（主催：東京都） 

➣ ・平成30年11月書類提出、認定申請 

➣ ・平成30年12月～平成31年1月認定通達、公表 

➣ ・平成31年1月7日～同年1月31日受講者申込期間（学生募集期間） 

➣ ・平成31年2月13日・14日受講者面接 

➣ ・平成31年3月1日以降合格発表 

➣ ・平成31年3月18日（予定） 合格者説明会（入校手続き） 

➣ ・平成31年4月開講 

※平成32年度のスケジュールについては現状未定 

■平成31年度 東京都内の専門学校（職業実践専門課程）における開講科目 
 ・ゲームクリエイター学科 

 ・アニメーション科 

 ・電子応用工学科 

 ・バイオテクノロジー科 

 ・歯科技工士科 

 ・税理士科 

 ・情報ビジネス科 

 ・コーチ・スポーツインストラクター科 

 ・ウエディング科 

 ・栄養科 

 ・調理師科 

 ・美容専門科 

以上 



収入の部

科　　目 金　　額 摘　　要

年会費　(会員) ¥510,000\15,000×34校
年会費　(賛助会員) ¥10,000\5,000×2校
総会会費 ¥300,000\10,000×30名
新年会費 ¥300,000\10,000×30名
雑収入 ¥100,000お祝い金（総会、新年会他）

前期繰越金（現金） ¥7,694
前期繰越金（普通預金） ¥1,477,177
合　　計 ¥2,704,871

支出の部

科　　目 金　　額 摘　　要

総会費懇親会費( ) ¥450,000参加校および来賓
新年会費 ¥450,000参加校および来賓
事業費 ¥500,000留学生マッチング説明会
通信費 ¥40,000切手、葉書
消耗品費 ¥60,000封筒、文具消耗品
雑費 ¥30,000広告掲載費、交通費
租税公課 ¥5,000振込等手数料
交際費 ¥50,000お祝い金、慶弔金など
予備費 ¥100,000
ホームページ運用費 ¥64,800レンタルサーバー費
会議費 ¥50,000東京商工会議所との打ち合わせ
次期繰越金 ¥905,071
合　　計 ¥2,704,871

新宿区専修学校各種学校協会
年度収支予算2019

（自：2019年月日4 1　至：2020年月日3 31）


