
松本　三千人

喜多　憲治

○

○

○

○

○

○

監事
（○:非常勤）

翠田　章男

―小野寺　孝一

㈱トンボ飲料　代表取締役社長

吉岡　隆一郎 ㈱文苑堂書店　代表取締役会長

新田　八朗 日本海ガス絆ホールディングス㈱　相談役

高田　順一 阪神化成工業㈱　代表取締役

学校法人浦山学園　地域共創推進室　室長
兼 IR推進室　室長

丹羽　宗吉 ―

炭谷　靖子
富山福祉短期大学　学長
富山福祉短期大学　看護学科　教授
兼 富山福祉短期大学訪問看護ステーション 施設長

富山福祉短期大学　副学長
国際観光学科　教授

大学等の設置者の理事（役員）名簿

（令和２年４月１日現在）

氏　名

永井　真介
学校法人浦山学園　常務理事
兼 学園本部部長

　　現　　職

浦山　哲郎
学校法人浦山学園　理事長
兼 富山情報ビジネス専門学校 校長

理事
（○:非常勤）



松本　三千人

喜多　憲治

学校法人浦山学園　金沢中央予備校　校長

富山福祉短期大学　看護学科　教授

富山福祉短期大学　学事部　部長

○

○

○

○

○

○

○

○

○

学校法人浦山学園富山福祉短期大学
幼児教育学科非常勤講師

富山情報ビジネス専門学校　副校長 

富山福祉短期大学　企画推進部　部長
兼 富山情報ビジネス専門学校　企画推進部　部長

大学等の設置者の評議員名簿

（令和２年４月１日現在）

氏　名

永井　真介
学校法人浦山学園　常務理事
兼 学園本部部長

　　現　　職

浦山　哲郎
学校法人浦山学園　理事長
兼 富山情報ビジネス専門学校 校長

評議員
（○:非常勤）

学校法人浦山学園　地域共創推進室　室長
兼 IR推進室　室長

丹羽　宗吉

炭谷　靖子
富山福祉短期大学　学長
富山福祉短期大学　看護学科　教授
兼 富山福祉短期大学訪問看護ステーション 施設長

富山福祉短期大学　副学長
国際観光学科　教授

白鳥　貞広

能登　一秀

境　美代子

山崎　裕一

四谷　真行

学校法人浦山学園　理事

新田　八朗 日本海ガス絆ホールディングス㈱　相談役

高田　順一 阪神化成工業㈱　代表取締役

吉岡　隆一郎 ㈱文苑堂書店　代表取締役会長

稲田　哲夫

佐伯　康博

杉本　章郎

水上　彰子

高瀨　康太 富山福祉短期大学　同窓会長

富山情報ビジネス専門学校　同窓会長

佐伯法律事務所　代表



浦山学園役員等報酬･退職金規程       （新） 

 

（総則） 

第１条 学校法人浦山学園の役員等の報酬、手当ておよび退職金に関する事項はこの規程の定めるとこ

ろによる。 

２ この規程において、役員とは、浦山学園寄附行為に定める理事・監事をいう。 

３ この規程において、役員等とは、役員及び評議員をいう。 

４ この規程において、常勤役員とは、役員のうち本法人を主たる勤務場所とする者をいう。 

５ この規程において、非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。 

６ この規程において、非常勤役員等とは、非常勤役員及び評議員をいう。 

 

（報酬） 

第２条 常勤役員の報酬の額は、別表１のとおりとする。ただし、常勤役員の功績・功労、学園の経営状況

により、別表１に定めるそれぞれの額の 50％の範囲内において増減できることとし、理事会の議を経て決

定する。 

 

２ 専任の職員が役員等を兼ねることになった場合は、報酬を支給しない。 

 

３ 非常勤役員等には、執務費として理事会又は評議員会等への出席の都度日額１万円～２万円の範囲

で理事長の定める額を支給する。 

 

（特別手当） 

第３条 常勤役員には、報酬のほか特別手当を支給する。 

２ 専任の職員が役員を兼ねることになった場合は、特別手当を支給しない。 

３ 前項の特別手当は、夏期手当および年末手当に分け、それぞれ 7月および 12月に支給する。 

４ 夏期手当および年末手当は、それぞれ役員報酬月額の 2か月分とする。ただし、役員の功績・功労、学

園の経営状況により、増減できることとし、理事会の議を経て決定する。 

 

（支給） 

第４条 常勤役員の報酬・特別手当の支給方法は、職員の例による。 

 

 

（その他の経費） 

第５条 役員等がその職務遂行上必要とした経費は、別に支給する。 

２ 役員等が会議等に出席するための交通費及び日当は、「浦山学園役員出張旅費規程」により支給す

る。 

 

 

（報酬の減額） 

第６条 常勤役員が次の各号に該当した場合は非常勤とし報酬を減額する。 

（１）業務外の傷病による欠勤が 3ケ月以上にわたるとき。 

（２）自己都合による欠勤が引き続き 1カ月以上に及ぶとき。 

（３）国会議員、県議会議員、その他地方公共団体の有給公務員についたとき。 

（４）前各号の他、特別の事由により非常勤にすることを相当と認めたとき。 



２ 前項の場合、非常勤となった期間中の報酬額は規定の 100分の 20とする。ただし月途中からの 

場合は日割り計算とする。 

３ 第 1項により非常勤となった者が他の団体等から報酬等をもらう場合は、前項とその報酬額と

の差額を支給する。 

４ 第 1項により非常勤となった期間中の特別手当は支給しない。ただし月途中からの場合は日割

り計算とする。 

 

 （退職金の支給） 

第７条 常勤役員の退職金の額及び支給方法は、本規程に基づき理事会の議により決定する。 

 

２ 非常勤役員等には、原則として退職金は支給しない。ただし、理事会の議を経て支給を相当と認めた

場合は、この限りでない。 

 

（退職金の算出方法等） 

第８条 常勤役員の退職金の額は次の算出によって得たものとする。 

「最終月額報酬額」×「役員在任年数に応じた支給率」×「最終役位係数」 

２ 「役員在任年数に応じた支給率」は別表２のとおりとする。 

３ 各役位別の役位係数は次のとおりとする。 

    理事長   ２．０ 

      副理事長  １．７ 

      専務理事  １．５ 

      常務理事  １．３ 

      理 事   １．０ 

      常勤監事  １．０ 

 

 

（退職金の増減） 

第９条 常勤役員が退職するに際し、下記の各号に該当する場合は、理事会の議を経て退職金を増減す

ることができる。 

（１）在任中、特に功績顕著と認められる場合は、第７条により算出した金額に対し、功績倍率として２倍を

限度に増額することができる。 

（２）職務遂行に際し忠実義務に反する行為があった場合は、第７条により算出した金額に対し、５割を限

度に減額することができる。 

（３）学園の経営状況及び財政状況を勘案し第７条により算出した金額に対し、一定額の減額をする場合が

ある。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の議を経て理事長が決定する。 

 

 

附 則  

１．この規程は、昭和４７年４月 １日から施行する。 

２．この規程は、昭和６３年４月 １日から施行する。 

３．この規程は、平成 ４年４月 １日から施行する。 

４．この規程は、平成１１年４月 １日から施行する。 



５．この規程は、平成１９年３月３１日から施行する。 

６．この規程は、平成２０年４月 １日から施行する。 

７．この規程は、平成２１年４月 １日から施行する。 

８．この規程は、平成２４年４月 １日から施行する。 

９．この規程は、平成２７年４月 １日から施行する。 

 

別表１ （第 2条関係） 

理 事 長     月額 １２５ 万円 

副理事長 月額 １００ 万円 

専務理事 月額  ８０ 万円 

常務理事     月額  ６５ 万円 

理 事 月額  ５０ 万円 

常勤監事 月額  ５０ 万円 

別表２ （第 7条関係） 

 退職金支給率 

 

 勤続年数      2     3      4     5    6     7      8      9     10  

 支給率       1.0    1.5   2.0  2.5  3.0   3.5    4.0    4.5    5.5  

 

     11     12     13    14     15   16     17     18     19     20  

     6.5    7.5    8.5   9.5  10.5  11.5   12.5   13.5   14.5   15.5 

 

             21     22     23     24    25   26    27     28     29     30以上 

        16.5   17.5   18.5   19.5   21.0  22.0   23.0   24.0   25.0   26.0 
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