
令和３年度事業報告書

Ⅰ．法人名称 学校法人弘前厚生学院

Ⅱ．事業目的 すべての国民の健康と社会福祉のために貢献し得る人材を養成する。

． （ 、 ）Ⅲ 主たる事業 弘前厚生学院の設置運営 保育士 介護福祉士を養成する専修学校

こども学科の大阪芸術大学短期大学部通信教育部併修

（幼稚園教諭二種免許取得、社会福祉主事任用資格）

１．基本方針

保育及び幼児教育、関連する法令等に従い 「愛と奉仕」の建学の精神に基づき、、

に関する専門的な知識と技術を修得し、社会に貢献し得る有能な人材を育介護福祉

成するために教育内容の充実を図り、学生募集を推進する。

２．在学生の状況 【単位：人】

こども学科（定員１学年４０、２学年５０） 備 考

第 １ 学 年 ３７(うち男性８) 当初３９(うち男性９)

委託訓練生１年 ５(うち男性０) 当初 ５(うち男性０)

計 ４２(うち男性８) 当初４４(うち男性９)

第 ２ 学 年 ２８(うち男性５) 当初２９(うち男性５)

委託訓練生２年 ４(うち男性１) 当初 ４(うち男性１)

計 ３２(うち男性６) 当初３３(うち男性６)

こども学科計 ７４(うち男性14) 当初７７(うち男性15)

介護福祉科（定員１５）

本学院からの進学 ６(うち男性０) 当初 ８(うち男性０)

他校等からの進学 ０(うち男性０) 当初 ０(うち男性０)

介護福祉科計 ６(うち男性０) 当初 ８(うち男性０)

合 計 ８０(うち男性14) 当初８５(うち男性15)

注記１ こども学科２年生 併修する大阪芸術短期大学部通信教育部の卒業者２１名

注記２ 介護福祉科の学生 介護福祉士国家試験は全員合格

注記３ 卒業生の就職状況（次項）



令和３年度弘前厚生学院卒業生の進路状況

（ ） 【 】はうち県外就職者数 単位：人

備 考こども学科 介護福祉科

卒業生計32人 卒業生計６人

東京２保育園 (無認可含)

宮城県２幼稚園 19（５） ３（２）

秋田県３認定こども園

児 童 館 等 ０（０ ） ０（０）

児童養護施設 ０（０） ０（０）

０（０） １（０）社 会 福 祉 協 議 会

栃木県１障害者(児)施設 ５（１） １（０）

病 院 等 ０（０ ） ０（０）

０（０）特別養護老人ホーム

老人保健施設 ０（０）

０（０）有料老人ホーム

ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾌ ﾟ ﾎ ｰ ﾑ １（０）

０（０） ０（０）事業所内託児施設

一般企業 ２（０） ０（０）

過去20年連続就職率100％達成就職者計 26（６） ６（２）

100％ 100％就 職 率

専攻制１年コース本学院の介護 ６

福祉科進学

結 婚 等 ０ ０

※当該年度に本学院で受付した求人票の集計

保育系施設の求人票２４１件（うち青森県内の施設５６件 約２７％）☞

介護系施設の求人票９０件（うち青森県内の施設３１件 約３４％）☞



３．離職者等再就職訓練事業（保育士養成科）※弘前高等技術専門校からの委託

訓練生 １学年５人 ２学年４人 計９人

４．私立専門学校経常費補助金（青森県）

当該年度交付額２，６６５，０００円

５．私立専門学校授業料等減免事業「高等教育の修学支援新制度」

当該年度交付額１２，４６３，０００円

６．日本学生支援機構による新型コロナ対策助成事業 ※「住」関する支援家賃補助事業

当該年度助成額 ３２０，０００円

７．主な施設等の整備

①記念館の冬期間外壁防雪簡易壁設置

②実習棟の漏電に伴う配線改修工事

８．主な備品等の整備

①音楽室と多目的教室プロジェクター取り替え

②事務室ストーブ取り替え

９．教育研究活動及び教員研修等

①保養協教員研修会（オンライン）

②介養協教員研修会（オンライン）

③医療的ケア教員研修会（オンライン）

10．事務の研修等

※新型コロナウィルス感染防止対策のため中止

11．主な行事等

①こども学科の入学生「ピアノビギナーレッスン」

②オープンスクール（学校見学会）

第１回６月13日開催 学生14人、保護者７人

第２回７月10日開催 学生３人、保護者１人

第３回10月２日開催 学生21人、保護者６人

③卒業生による就職支援セミナー 新型コロナウィルス感染防止のため中止

12．広報に関する活動等

①電柱標識 （５箇所）

②高校、会場開催各種進学説明会への参加

③青森県庁総務学事課主催あおもりキャンパスＬＩＦＥ

魅力再発見「合同進学相談会」への参加（青森、弘前、むつ会場参加）

④教育関係広報誌（ＷＥＢ掲載含む）の広告掲載

⑤弘前、黒石、五所川原、平川の広報誌に社会人向けの学生募集広告を掲載



13．学校行事等

こども学科 介護福祉科

４月 オリエンテーション新入生ピアノビギナーレッスン

入学説明会・オリエンテーション 入学式

入学式 健康診断

５月 臨時休校 臨時休校

スクーリング（１年生・２年生） 就職支援セミナー※中止

健康診断 避難訓練 ※中止

就職支援セミナー※中止

避難訓練※中止

幼稚園実習

６月 スクーリング（１年生）

オープンキャンパス

「よさこい津軽 （１学年）※中止」

幼稚園実習・保育実習（２学年）

７月 保育実習（２学年） 前期試験

オープンキャンパス オープンキャンパス

夏季休業 夏季休業

８月 夏季休業 夏季休業

大阪研修旅行（１年生）※中止 介護実習

保育実習（２学年）

９月 前期試験（１学年） 介護総合演習・実習

保育実習・実習報告会（２学年）

オープンキャンパス

スクーリング（１年生）

10月 保観察育実習（１学年） 介護総合演習・実習

実習報告会（２学年）

スクーリング（１年生）

総合型選抜入学試験

11月 スクーリング（１．２年生）

12月 入学試験 入学試験

スクーリング（１年生） 避難訓練・冬季休業

後期試験（２学年）

避難訓練・冬季休業

新入生入学説明会

１月 冬季休業 冬季休業

臨時休校 臨時休校

介護福祉士国家試験

２月 臨時休校 臨時休校

後期試験（１・２学年） 後期試験

進級・卒業判定会議 卒業判定会議

卒業公演「Thanks Nursery Stage」 卒業公演「Thanks Nursery Stage」

３月 卒業証書授与式 卒業証書授与式

入学試験、再就職訓練生入学試験 入学試験

非常勤講師連絡会議※中止 非常勤講師連絡会議※中止



14．日本学生支援機構奨学金の貸与を受けいる学生（合計６１人 学生全体比約７２％）

①こども学科１年生 計32名

ア．給付型 第Ⅰ区分４名

（うち貸与型第一種との併給１名、貸与型第二種との併給０名、

貸与型第一種と第二種併給１名）

イ．給付型 第Ⅱ区分３名

（うち貸与型第一種との併給０名、貸与型第二種との併給１名）

ウ．給付型 第Ⅲ区分３名

（うち貸与型第一種との併給２名、貸与型第二種との併給０名、

貸与型第一種と第二種との併給１名）

エ．給付型はなく第一種を貸与14名

（うち第二種との併給４名）

オ．給付型も第一種もなく第二種だけを貸与８名

②こども学科２年生 計24名

カ．給付型 第Ⅰ区分８名

（うち貸与型第一種との併給２名、貸与型第二種との併給１名）

キ．給付型 第Ⅱ区分１名

（うち貸与型第一種との併給０名、又は貸与型第二種との併給１名）

ク．給付型 第Ⅲ区分５名

（うち貸与型第一種との併給３名、貸与型第二種との併給１名、

貸与型第一種と第二種との併給１名）

ケ．給付型はなく第一種を貸与６名（うち第二種との併給０名）

コ．第二種だけの貸与４名

③介護福祉科学生 計５名

サ．第一種を貸与４名（うち第二種との併給０名）

シ．第二種だけの貸与１名

15．保育士等修学資金貸付金の貸与を受けいる学生

こども学科１年生５人、２年生２人

16．生命保険協会奨学金の貸与を受けいる学生

こども学科２年生３人

17．ニッセイ聖隷福祉財団介護福祉士等養成奨学金の貸与を受けいる学生

介護福祉科０人

18．介護福祉士等修学資金貸付金の貸与を受けいる学生

介護福祉科１人

Ⅳ 記念館（重要文化財旧弘前偕行社）の保存活用及び維持管理

１．保存活用及び維持管理

①弘前厚生学院の講堂としての利活用

②公開活用に伴う見学者や一般市民の催事等による利活用の受け入れ

③文化財建造物等活用地域活性化事業（特別事業会計）



２．指定文化財管理事業（青森県と弘前市）

①防災設備保守点検業務

②除雪業務

３．公開活用事業に伴う寄付金 当該年度320,000円

Ⅴ 収益事業（収益事業会計）

１．事業方針

①教育事業に支障のない範囲で法人の所有する財産（土地、建物等）を利活用する。

②卒業生等のキャリアアップ等のための教育支援事業を実施する。

③事業収益を弘前厚生学院の運営に充てる （毎年度決算時に税務申告を行う ）。 。

２．事業の内容

①学生の駐車場賃貸

②土地の一部を外部期間に賃貸

③卒業生対象の「ピアノスキルアップ講座」

④記念館見学者の受け入れ

⑤記念館や庭園の賃貸

⑥校舎教室等の一時的な賃貸

⑦自動販売機設置


