
令和３年度 事業報告

Ⅰ．法人概要

１．名称・所在地

名 称 学校法人 新潟福祉医療学園 理事長名 井口 明彦

認可年月日 平成８年４月５日 電話番号 ０２５－２４０－４８１０

所 在 地 〒９５０－００８６ 新潟県新潟市中央区花園１丁目４－８

２．建学の理念

温かい心の触れあいによる家族一体を信条に、対立のない人間一体の社会の実現に期する。  知徳
一体・心技一体・理現一体

３．沿革

和暦（西暦）・月 内容

昭和５７年（１９８２年） 「新潟医療秘書専門学院 １号館」竣工（新潟市西区内野）

昭和５７年（１９８２年） ４月 「新潟医療秘書専門学院（各種学校）」開校

昭和６１年（１９８６年） ２月 「新潟医療秘書専門学院」専修学校専修課程として認可を受ける。

昭和６２年（１９８７年） ４月 「新潟医療秘書専門学院」から「新潟福祉医療専門学校」に校名変更

昭和６３年（１９８８年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 社会福祉学科」学科設置

平成 ４年（１９９２年）１０月 「新潟福祉医療専門学校 ２号館」竣工

平成 ６年（１９９４年） ５月 「新潟福祉医療専門学校 ３号館」竣工

平成 ８年（１９９６年） ４月 「学校法人 新潟福祉医療学園」として認可を受ける。

平成 ８年（１９９６年） ８月 「新潟福祉医療専門学校 ４号館」竣工

平成１０年（１９９８年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 介護福祉学科」学科設置

平成１１年（１９９９年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 社会福祉士一般通信学科」学科設置

平成１１年（１９９９年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 社会福祉学科」社会福祉主事養成機関として認可を受ける。

平成１２年（２０００年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 介護福祉学科」社会福祉主事養成機関として認可を受ける。

平成１３年（２００１年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 介護福祉学科」定員変更（４０名 ⇒ ７０名）

平成１３年（２００１年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 精神保健福祉士通信科」学科設置

平成１４年（２００２年） ２月 「新潟福祉医療専門学校 ５号館」竣工

平成１４年（２００２年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 児童福祉学科」学科設置

平成１５年（２００３年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 介護福祉専攻科（児童コース・社会コース）」学科設置

平成１６年（２００３年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 社会福祉専攻科」学科設置

平成１７年（２００５年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 児童福祉学科」定員変更（５０名 ⇒ １００名）

平成１７年（２００５年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 ６号館」竣工

平成１７年（２００５年）１０月 「新潟福祉医療専門学校 ７号館」竣工

平成１７年（２００５年）１１月 「新潟保健医療専門学校 理学療法学科棟」竣工（新潟市中央区花園）



平成１８年（２００６年） ４月 「新潟保健医療専門学校」開校

平成１８年（２００６年） ４月 「新潟保健医療専門学校 理学療法学科」学科設置

平成１８年（２００６年） ４月 「新潟福祉医療専門学校 看護通信学科」学科設置

平成１８年（２００６年）１２月 「新潟保健医療専門学校 看護学科棟」竣工

平成１９年（２００７年） ４月 「新潟保健医療専門学校 看護学科」学科設置

平成２０年（２００８年） ４月 「新潟福祉医療専門学校」から「日本福祉医療専門学校」に校名変更

平成２０年（２００８年） ４月 「日本福祉医療専門学校 幼児教育専攻科・児童教育専攻科・社会福祉研究科」学科設置

平成２５年（２０１３年） ４月 「日本福祉医療専門学校 社会福祉士短期通信学科」学科設置

平成２６年（２０１４年） ４月 「日本福祉医療専門学校」から「日本こども福祉専門学校」に校名変更

平成２８年（２０１６年） ４月 「新潟保健医療専門学校」から「看護リハビリ新潟保健医療専門学校」に校名変更

平成２８年（２０１６年） ７月 「日本こども福祉専門学校 新校舎」竣工（新潟市中央区花園）

平成２９年（２０１７年） ４月 「日本こども福祉専門学校」校舎移転（新潟市西区内野 → 新潟市中央区花園）

平成２９年（２０１７年） ４月 「日本こども福祉専門学校 くすり総合学科」学科設置

平成３１年（２０１９年） ２月 「二フィスこども園 園舎」竣工（新潟市中央区花園）

平成３１年（２０１９年） ４月 「二フィスこども園」開園

令和 ２年（２０２０年） ３月 「看護リハビリ新潟保健医療専門学校 理学療法学科棟」竣工

令和 ２年（２０２０年）１２月 「看護リハビリ新潟保健医療専門学校 旧理学療法学科棟」改修

令和 ３年（２０２１年） ４月 「日本こども福祉専門学校 介護福祉学科」学科設置

令和３年（２０２１年）１１月 米山学生寮ベルトピア　購入

令和４年（２０２２年）４月 放課後等デイサービスエール　開設

令和４年（２０２２年）４月 派遣業認可

４．設置する学校・施設（令和２年度）

学校・施設名 学校長・園長 所在地・電話番号 認可年月日

日本こども福祉専門学校

【通学部】

こども保育学科

くすり総合学科

幼児教育専攻科

児童教育専攻科

介護福祉学科

【通信教育部】

社会福祉士一般通信学科

社会福祉士短期通信学科

井口明彦 〒９５０－００８６

新潟県新潟市中央区花園１丁目４

－８ TEL：０２５－２４０－４８１０

介護福祉学科

〒９５０－００８６

新潟県新潟市中央区花園２丁目２

−７ TEL：０２５－３８３－６１００

昭和６１年（１９８６年） ２

月８日



看護リハビリ新潟保健医療専門学校

理学療法学科

看護学科

河野美代 〒９５０-００８６

新潟県新潟市中央区花園２丁目２−１

９ TEL：０２５－２４０－０００３

平成１７年（２００５年） ９

月２６日

ニフィスこども園 大塚絹子 〒９５０-００８６

新潟県新潟市中央区花園１丁目６

−３ TEL：０２５－２７８－８１６７

平成３１年（２０１９年） ４

月１日

エール 貴船真理子
〒９５０－００８６

新潟県新潟市中央区花園２丁目２

−７ TEL：０２５－３８３－６１００

令和４年（２０２２年）４月

１日

５．教職員数（令和３年３月３１日現在）

本務教員（名） 本務職員（名） 非常勤教員（名）

日本こども福祉専門学校 １４ ７ ７１

看護リハビリ新潟保健医療専門学校 １９ ６ １２

ニフィスこども園 ５ ０ ８

エール（準備室） １ ０ ０

合計 ３９ １３ ９１

６．学生数

収容定員、在籍者数、収容定員充足率（令和４年３月３１日現在）

学科名 収容定員 在籍者数 収容定員充足率

日本こども福祉専門学校 通学部 ３８０ １９０ ５０．０％

通信教育部 １，１００ ３５０ ３１．８％

看護リハビリ新潟保健医療専門学校 ２４０ ２４６ １０２．５％

ニフィスこども園 １９ １９ １００．０％

合計 １７３９ ８０５ ４６．３％

７．主な資格・検定の合格状況（令和３年度３月卒業者）

（１）日本こども福祉専門学校

資格・検定名 試験日 合格率 平均合格率

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

保育士 卒業年度の３月末日 １００．０％ １００．０％ ― ―



登録販売者試
験

令和２年１２月２３日 １００．０％ ９５．５％ ３７．６％ ４６．２％

（２）看護リハビリ新潟保健医療専門学校

資格・検定名 試験日 合格率 平均合格率

令和２年度 令和３年度 令和２年度 令和３年度

理学療法士 令和３年２月２１日 ９２．３％ ８０．０％ ７９．０％ ７９．６％

看護師 令和３年２月１４日 ８２．５％ ９４．９％ ９５．４％ ９１．３％

８．卒業及び就職等の状況（令和３年３月３１日現在）

※就職率＝求職者数／就職者数×１００で小数第１位まで算出

学校名 求職者数 就職者数 その他 就職率

関係分野 その他分
野

日本こども福祉専門学校 ５０ ４６ １ ３ ９４．０％

看護リハビリ新潟保健医療専門学校 ８０ ８０ ０ ０ １００．０％

合計 １３０ １２６ １ ０ ９７．６％

Ⅱ．事業概要

【理事会・評議員会の開催状況】

開催年月日（回数） 主な協議内容

令和３年５月３１日

（第１回）
第１号議案　看護リハビリ新潟保健医療専門学校看護学科

　　　　　　令和４年度カリキュラム改訂について

第２号議案　令和２年度事業報告について

第３号議案　令和２年度決算報告について

令和３年１１月１１日
（第２回）

第１号議案　留学生学生寮用の不動産取得について
第２号議案　障害児通所支援事業所の申請について
第３号議案　労働者派遣事業の申請について
第４号議案　寄附行為の変更について

令和４年３月３１日
（第３回）

１号議案 令和３年度補正予算について
２号議案　 放課後等デイサービス第三者委員の選任について
３号議案 日本こども福祉専門学校学則変更について
４号議案 社会福祉通信学科通則変更について
５号議案 就業規則の変更について
６号議案 派遣業の就業規則の新設について
７号議案 福祉系学科の新設について
８号議案 令和４年度事業計画について
９号議案　 令和４年度予算について



Ⅲ．財務の概要

（単位：百万）

項目 ２０１８年度 （平
成３０年度）

２０１９年度 （令
和元年度）

２０２０年度（令和
２年度）

２０２１年
（令和３年度）

（１）事業活動収入合計 ７８６ ７０１ ６８３ ７６１

（２）基本金組入前当年収支差
額

２３８ １３５ １０６ １６２

（３）資産総額 ２，３８１ ３，０８０ ３，０６３ ２９６４

（４）純資産額 ５４１ ６７６ ７８２ ９４４


