
令和３年度（202１）宮崎大学基金受入・収支報告 
 
 

令和３年度(20２１)一般基金受入報告 
（２０2１年４月１日～２０２２年３月３１日） 

◆寄附受入総額 

寄附者属性 件数 金額（円） 

法人・団体 36 件 6,922,000 

個人 104 件 15,198,368 

合  計 140 件 22,120,368 

※寄附申込書に記載された金額 

 

 

◆寄附受入総額の内訳 

寄附目的 件数 金額(円) 

学生支援 11 件 101,000 

工学部学生支援 1 件 1,000,000 

留学（派遣・受入）支援 36 件 2,263,000 

研究活動支援 1 件 10,000 

地域医療貢献支援 2 件 2,501,000 

男女共同参画支援 2 件 60,000 

教育学部・研究科教育研究支援 3 件 300,000 

医学部・研究科教育研究支援 1 件 500,000 

工学部・研究科教育研究支援 5 件 3,150,000 

農学部・研究科教育研究支援 2 件  40,000 

教育学部・研究科卒業・修了生支援 1 件 30,000 

松尾壽之賞 11 件 340,000 

地域教育力向上支援 2 件 40,000 

その他（医学部ヨット部振興） 22 件 431,158 

その他（馬術部支援） 1 件 2,000,000 

その他（野球部の台湾野球交流支援） 8 件 80,000 

指定なし 31 件 9,274,210 

合計 140 件 22,120,368 

※寄附申込書に記載された金額 



令和 3 年度(2021)一般基金収支報告 
（２０21 年４月１日～２０２2 年３月３１日） 
 

 

◆寄附目的別支出状況 

寄附目的 金額（円） 支出内容 

学生支援 57,600 ビーフカレー（感染対策支援） 

留学（派遣・受入） 350,000 ミャンマー人留学生支援 

国際貢献支援 165,500 
国際シンポジウム食事代 
Web 講演会の諸費用 

教育学・研究科教育研究支援 216,000 
附属幼稚園遊具購入 
図書カード 

工学部・研究科教育研究支援 1,421,850 ヘルメット(50 個)・測量機器など 

工学部環境ロボティクス学科 4,964 インク代 

松尾壽之賞 20,900 クリスタルオーダー楯 

その他（エビス商事グループ国
際奨学金） 

1,735,800 
国際奨学金 R3.4～R4.3 
@144,650 円×12 月分 

馬術部支援 986,466 馬のえさ、乗馬輸送 他        

指定なし 239,560 
リーフレット、謝金、 
振込手数料 他 

合    計 5,198,640  

 

 

◆基金残高（令和 4 年度（２０２2）への繰越額） 

項目 金額（円） 

令和２年度（２０２０）からの繰越額    51,532,255 

令和３年度（２０２１）《収入》 22,120,368 

令和３年度（２０２1）《支出》 5,198,640 

令和４年度（２０２2）への繰越額 68,453,983 

 
  



令和 3 年度(2021)修学支援事業基金受入・収支報告 

（２０21 年４月１日～２０２2 年３月３１日） 

◆寄附受入総額 

寄附者属性 件数 金額（円） 

法人・団体 15 件 3,830,000 

個人 364 件 9,625,567 

合計 379 件 13,455,567 

※寄附申込書に記載された金額 

 
 
◆支出状況 

支出内容 金額（円） 支出内容 

感染症対策における学生支援 2,910,000 @１0,000 円×２９１名（プリカチャ-ジ） 

〃 224,400 @400 円×561 名 

〃 2,549,302 弁当代（生協） 

振込手数料 306,667  

新型コロナウイルス感染症対策補助金 △1,000,000  

合計 4,990,369  

 
 
◆基金残高（令和 4 年度（２０２2）への繰越額） 

項目 金額（円） 

令和 2 年度（２０２０）からの繰越額 8,888,115 

令和 3 年度（２０２１）《収入》 13,455,567 

令和 3 年度（２０２１）《支出》 4,990,369 

令和４年度（２０２２）への繰越額 17,353,313 

 
 
 
 
  



令和 3 年度(2021)研究支援等事業基金受入・収支報告 

（２０21 年４月１日～２０２2 年３月３１日） 

◆寄附受入総額 

寄附者属性 件数 金額（円） 

法人・団体 0 件 0 

個人 3 件 32,000 

合計 3 件 32,000 

※寄附申込書に記載された金額 

 
 
◆支出状況 

支出内容 金額（円） 支出内容 

振込手数料 609  

合計 609  

 
 
◆基金残高（令和 4 年度（２０２2）への繰越額） 

項目 金額（円） 

令和 2 年度（２０２０）からの繰越額 1,645 

令和 3 年度（２０2１）《収入》 32,000 

令和 3 年度（２０2１）《支出》 609 

令和４年度（２０２２）への繰越額 33,036 

 
 



区 分
宮崎大学

教職員

（古本募金含む）

学外者

個人
企業・団体

合計

（円）

（％）

宮崎大学基金 金額 4,652,307 20,203,628 10,752,000 35,607,935

割 合 13.1％ 56.7％ 30.2％ １００％

区 分
宮崎大学

教職員

（古本募金含む）

学外者

個人
企業・団体

合計

（件数）

（ ％ ）

宮崎大学基金 件数 217 254 51 522

割 合 41.6％ 48.6％ 9.8％ １００％

　　　　　　　　　　宮崎大学基金の金額・件数割合（2021年度）
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