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1. 事業の概要 

1.1 事業の状況 

今期は学術の調査・研究の助成及び育英事業に重点を置き、下記のとおり事業を実施しま

した。 

(1) 学術の調査・研究に対する助成事業 

2021 年度の研究助成は当財団奨学生 OB の研究者の中から「一般財団法人杉山報公会

選考委員会」の選考結果を受け、新規 3名の研究者に対して、総額 300万円の研究助成金の

給与を行いました。 

氏  名 

 

所  属 

 

研究テーマ 助成金額 

兒島 憲二 

姫路獨協大学 薬学部 医療薬学科 

准教授 

カイコガの前胸腺刺激ホルモン PTTH の大量

調製法の確立および受容体 Torso との相互作

用の解析 

100万円 

植田 浩明 

京都大学大学院 理学研究科 

准教授 

元素置換 M 型フェライト磁石の原料コストの低

減および磁気異方性の起源の解明 100万円 

藤谷 美菜 

愛媛大学大学院 農学研究科 

特任講師 

大豆イソフラボン腸内細菌代謝物エコール抱

合体による消化管-脳視床下部ネットワークを

介した食欲抑制機構の解明 

100万円 

(2) 学資金（奨学金）の給与事業 

「一般財団法人杉山報公会選考委員会」の選考結果を受け、新規 6名と継続受給者 4名の

合計 10名に対して、総額 600万円の給与を行いました。 

例年は主として修士 3 名×2 年間を目安としていますが、今年度は新規に 6 名の奨学生を

選抜しました。内 1名は、博士課程の 3年間、1名は博士課程 3年のため 1年間の給与期間

としました。 

採用年度 氏  名 学校名・学年 支給年額 

2019年度 富安 範行 
九州大学大学院 システム生命科学府 

一貫制博士課程 3年 
60万円 

2020年度 池  佑斗 
京都大学大学院 工学研究科 

修士課程 2年 
60万円 

〃 三浦  良 
東京工業大学 工学院 電気電子系 

修士課程 2年 
60万円 

〃 奥田 希実 
京都大学大学院 農学研究科 

修士課程 2年 
60万円 
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採用年度 氏  名 学校名・学年 支給年額 

2021年度 芦沢 紬希 
筑波大学大学院 生命地球科学研究科 

博士課程前期 1年 
60万円 

〃 宇田川喜信 
東北大学大学院 環境科学研究科 

博士課程前期 1年 
60万円 

〃 井上 宙夢 
京都大学大学院 農学研究科 

修士課程 1年 
60万円 

〃 宮本 啓旦 
大阪府立大学大学院 工学研究科 

博士課程前期 1年 
60万円 

〃 二橋 彩音 
総合研究大学大学院 生命科学研究科 

博士課程 1年 
60万円 

〃 斎藤 耕一 
東京大学大学院 総合文化研究科 

博士課程 3年 
60万円 

 

1.2 職員に関する事項 

 該当なし 

 

1.3 役員会等に関する事項 

(1)通常理事会・臨時理事会 

開催年月日 議 事 事 項 結果 

2021年 5月 14日 

定期理事会 

 

・2020年度の事業報告書および会計報告書の承認の件 

・2020年度の公益目的支出計画実施報告書の承認の件 

・2021年度定時評議員会の開催と議案の承認の件 

承認可決 

承認可決 

承認可決 

2022年 3月 18日 

予算理事会 

・2022年度の事業計画及び予算承認の件 

・2021年度の業務執行報告書の報告 

承認可決 

(2)定時評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 結果 

2021年 6月 3日 ・2020年度の事業報告書および会計報告書の承認の件 

・2020年度の公益目的支出計画実施報告書の承認の件 

承認可決 

承認可決 

(3)選考委員会 

開催年月日 議 事 事 項 結果 

20２1年 4月 23日 ・2021年度研究助成金給与候補者選考の件 研究助成金給与候補者 3名決定 

2021年 6月 9日 ・2021年度奨学金給与候補者選考の件 奨学金給与候補者 6名決定 
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1.4 許可、認可、承認、証明に関する事項 

（1） 2021年 6月 14日 公益目的支出計画実施報告書等の提出 

（2） 2021年 6月 18日 公益目的支出計画実施報告書等の審査完了 

 

1.5 契約に関する事項 

 該当なし 

 

1.6 寄付金に関する事項 

 該当なし 

 

1.7 その他重要な事項 

(1)資産運用 

2021 年度はリスク資産である現物株式の売却など資産運用計画を慎重に検討してき

ましたが、米国や中国などの不透明な経済環境、新型コロナウィルスの感染拡大あるい

はウクライナ情勢などの影響を考慮し、資産運用の実施を保留しました。そのため 2021

年度の配当収入は 2020年度とほぼ同額となりました。 

(2)登記に関する事項 

該当なし 

(3)決算概要 

①経常収益 

資産運用の実施を保留したため、配当等収入は、約 240万円でした。 

②経常費用 

コロナ禍の中旅費・交通費の減少や租税公課など管理費が減少し、予算の進捗率は 97％

となりました。 

 

2. 庶務の概要 

2.1 役員・評議員に関する事項 （2022年 3月 31日現在） 

（１）役員数 

理  事 
定数 3名以上 7名以内 任期 2年 

現在数  計  5名 

監  事 
定数 1名以上 2名以内 任期 4年 

現在数  計  2名 

評 議 員 
定数 3名以上 8名以内 任期 4年 

現在数  計  5名 

 



事業報告書 

4 

(2)役員氏名及び現職 

役 職 名 氏 名 現  職 

代表理事 德田 正弘 一般財団法人杉山産業化学研究所 代表理事 

理  事 伏木  亨 甲子園大学 副学長 

理  事 神戸 大朋 京都大学大学院 生命科学研究科 准教授 

理  事 上田 賢志 日本大学 生物資源科学部 教授 

業務執行理事 山口 隆司 一般財団法人杉山産業化学研究所 理事 

監  事 大谷 博康 元㈱J-オイルミルズ 顧問 

監  事 岡島 治樹 一般財団法人杉山産業化学研究所 監事 

評 議 員 鮫島 正浩 東京大学 名誉教授 

評 議 員 重原 淳孝 東京農工大学 名誉教授 

評 議 員 福田 雅夫 中部大学応用生物学部 教授 

評 議 員 齋藤 忠夫 東北大学大学院 農学研究科 名誉教授 

評 議 員 小林  功 ㈱J-オイルミルズ ソリューション事業部アカウント部 

カスタマーリンケージグループ長 

（任 期）           理事      2022年定時評議員会終結の時まで 

        監事      2022年定時評議員会終結の時まで 

        評議員      2024年定時評議員会終結の時まで 

（手 当）      全員なし 

（常勤・非常勤の別） 全員非常勤 

 

3. 附属明細書 

3.1 事業報告の明細 

 事業報告書に記載以外の重要事項はありません。 


