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Ⅰ  学園の概要 

    １．設立目的 

     教育基本法及び学校基本法に基づき、理容師、美容師になろうとする者に必要な知識 

及び技能を修得させ社会に貢献し得る人材を育成する。 

 

    ２．沿 革 

     昭和３１年４月  私立 飯塚高等理容美容学校設立 

    昭和３２年２月  初代理事長兼校長 鞍成末男先生のもと、組織を変更し 

財団法人 豊成学園 飯塚高等理容美容学校とする 

     昭和５２年４月  財団法人 豊成学園 飯塚理容美容高等専修学校と改称する 

     昭和５２年１１月 初代理事長兼校長 鞍成末男先生が厚生大臣より理容美容教育の 

研究及び向上に貢献した功績により表彰される 

     昭和５２年１２月 厚生大臣表彰 受賞祝賀会を開催 

     平成元年８月   初代理事長兼校長 鞍成末男先生逝去 

              ２代目理事長兼校長 鞍成啓吾先生就任 

     平成９年     新校舎落成 

    平成１０年４月   法改正により２年制度へとなる。これに伴い 財団法人 豊成学園  

              飯塚理容美容専門学校と改称する 

    平成１１年１０月  通信課程設置 

    平成１５年３月   専門士称号の付与の認可 



    平成１６年７月   理事長鞍成啓吾先生逝去 

              ３代目理事長 鞍成勝子先生  

              校長 小山民恵先生就任 

    平成２２年     創立５０周年を迎える   

    平成２６年     一般財団法人 豊成学園 飯塚理容美容専門学校と改称する 

 

   ３．理事・監事 

役職 氏  名 就任年月日 

代表理事 鞍成 勝子 平成30年6月４日 

理事 鞍成 勝子 平成30年6月4日 

理事 小山 民恵 平成30年6月4日 

理事 小出 和典 平成30年6月4日 

理事 濱田 幸次 平成30年6月4日 

理事 松浦 精剛 平成30年6月4日 

監事 田中 淳司 平成30年6月4日 

   ４．評議員 

   役職 氏  名 就任年月日 

評議員 村山美由紀 平成30年6月4日 

評議員 中尾 禎尚 平成30年6月4日 

評議員 坂本 智徳 平成30年6月4日 

評議員 財津 由喜 平成30年6月4日 

    

５．理事会、監査の開催 

開催年月日 開 催 付議事項 審議結果 

平成３１年 

４月２２日 

監 査 平成３０年度事業報告 

平成３０年度決算報告 

適正 

適正 

令和元年 

５月１７日 

定 例 

第１回 

議案第１号 平成３０年度事業報告について 

議案第２号 平成３０年度決算報告について 

議案第３号 高等教育修学支援新制度について 

議案第４号 届出書類について 

議案第５号 定時評議員会の招集について 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

令和元年 

９月３０日 

定 例 

第２回 

議案第６号 ダブルライセンス科について 

議案第７号 職員報酬額決定について 

議案第８号 高等教育修学支援確認校について 

議案第９号 成績評価変更について 

その他   公益目的支出計画実施報告書等について 

その他   和装用品一式寄付の申し出について 

承認 

承認 

承認 

承認 



令和２年 

３月６日 

定 例 

第３回 

議案第１０号 令和２年度事業計画について 

議案第１１号 令和２年度の収支予算について 

議案第１２号 外部の意見を反映することができる組織への 

       外部人材について 

議案第１３号 学校評価委員について 

議案第１４号 定時評議員会の招集について 

その他   新型コロナウィルスについて 

承認 

承認 

承認 

 

承認 

承認 

  

６．評議員会の開催 

開催年月日 開 催 付議事項 審議結果 

令和元年 

６月１０日 

定 例 

第１回 

議案第１号 平成３０年度事業報告について 

議案第２号 平成３０年度決算報告について 

その他   外部構成員及び学校評価委員について 

その他   定期提出書類について 

承認 

承認 

 

令和２年 

３月２３日 

定 例 

第２回 

議案第３号 令和２年度事業計画について 

議案第４号 令和２年度収支予算について 

その他   定期提出書類について 

承認 

承認 

 

 

７．教職員数 

学科名 専任教員  （人）    兼任教員    （人） 

衛生専門課程（理容科） ３ ７ 

衛生専門課程（美容科） ３ ８ 

通信課程（理容科） ３ ７ 

通信課程（美容科） ３ ６ 

８．入学者・卒業者の状況 

  ・入学者の状況 

学科名 
修業年限 昼夜の別 入学定員 総定員 受験者数 入学者数 

衛生専門課程 

（理容科） 

２年 昼 間 ４０人 80人 ０人 ０人 

衛生専門課程 

（美容科） 

２年 昼 間 ４０人 80人   ２人 ２人 

通信課程（理容科） ３年  

通 信 

４０人 120人 ２人 ２人 

通信課程（理容科） 

ダブルライセンス科 

１年６ケ月 通信４０名のう

ち５名 
15人 1人 1人 

通信課程（美容科） ３年  

通 信 

４０人 120人 １１人 １１人 

通信課程（美容科） 

ダブルライセンス科 

１年６ケ月 通信４０名のう

ち５名 
15人 1人 1人 



・卒業者の状況 

学 科 名 入学時の生徒数 卒業者数 
卒業者の内訳 

中退者数 
就職 進学 その他 

衛生専門課程 

（理容科） 
0人 0人 0人 0人 0人 0人 

衛生専門課程 

（美容科） 
5人 5人 5人 0人 0人 0人 

通信課程（理容科） 7人 4人 4人 0人 0人 3人 

通信課程（美容科） 10人 8人 8人 0人 0人 2人 

 

 

９．年間行事実施状況 

年月日 実 施 内 容 実施場所 

平成31年4月8日 平成31年度第一学期始業式 本校 

平成31年4月9日 第64期生 入学式 本校 

平成31年4月10日 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ＳＮＳの正しい活用法について 本校 

平成31年4月15日 日本育毛増毛協会講習会 天神 

平成31年4月22日 平成29年度 監査 本校 

平成31年4月26日 学生健康診断 飯塚健診センター 

令和元年5月1日 即位の日  

令和元年5月13日 スクーリング 本校 

令和元年5月14日 九州地区理容師美容師養成施設協議会 福岡県理容美容専門学校 

令和元年5月15日 ひよこ工場見学 校外活動 ひよこ工場他 

令和元年5月21日 滝川ネイル検定  

令和元年5月29日 高等教育修学支援新制度説明会 サンヒルズホテル 

令和元年6月3日 公益法人申請説明会 県庁 

令和元年6月3日 福岡県理容師美容師養成施設協議会 ホテル日航福岡 

令和元年6月28日 消防検査 本校 

令和元年7月1日 性犯罪防止ＤＶＤ鑑賞（1年） 

性暴力が及ぼす影響について講習（2年） 

本校 

令和元年7月1日 国家試験対策特別スクーリング 本校 

令和元年7月8日 国家試験対策特別スクーリング 本校 

令和元年7月9日－７月11日 第一学期末試験 本校 

令和元年7月16日－20日 スクーリング 本校 

令和元年7月22日 スクーリング  

令和元年7月25日 第一学期終業式・追試  飲酒運転撲滅についての講話 本校 

令和元年7月26日－31日 補習 本校 



年月日 実 施 内 容 実施場所 

令和元年7月29日 国家試験事前研修(美容) 福美校舎 

令和元年7月29日 増毛講習 本校 

令和元年8月1日 国家試験  （理容） 福岡美容専門学校福岡校 

令和元年8月2日 国家試験  （美容） 福岡美容専門学校福岡校 

令和元年8月7日−9日 スクーリング 本校 

令和元年8月9日 学生選手権 審査 事前打ち合わせ FRB 

令和元年8月20日 九州地区学生選手権 国際会議場 

令和元年9月1日 国家試験学科 九州産業大学 

令和元年9月2日 第二学期始業式   本校 

令和元年9月30日 国家試験 発表  

令和元年9月30日 通信科生入学式  本校 

令和元年10月1日 推薦入試 本校 

令和元年10月2日 山野流着装道 初伝中伝 査定 本校 

令和元年10月8日 高等教育修学支援説明会 都久志会館 

令和元年10月9日 同和研修 九州大学百年講堂 

令和元年10月28日⁻10月29日 九州地区理美容師養成施設教職員研修 沖縄 

令和元年11月18日 増毛講習 岐阜 

令和元年11月21日 同和研修 ガーデンパレス 

令和元年11月25日 スクーリング 本校 

令和元年12月2日 スクーリング 本校 

令和元年12月9日 スクーリング 本校 

令和元年12月10日 増毛スクールミーティング 天神 

令和元年12月10日―13日 第二学期末試験 本校 

令和元年12月18日 国家試験カット特別講習 本校 

令和元年12月23日 消防点検 本校 

令和元年12月23日 第二学期終業式（1年） 本校 

令和元年12月24日―25日 昼間生 補習 本校 

令和元年12月27日 第二学期終業式（2年） 本校 

令和2年1月6日 国家試験特別講習 本校 

令和2年1月7日 国家試験特別講習 本校 

令和2年1月8日 第三学期始業式(2年) 本校 

令和2年1月9日 第三学期始業式(1年) 本校 

令和2年1月27日 国家試験事前研修会 福岡美容専門学校福岡校 

令和2年2月1日〜6日 国家試験  （理容美容） 福岡美容専門学校福岡校 

令和2年2月4日 高等教育修学支援制度説明会 本校 

令和2年   



年月日 実 施 内 容 実施場所 

令和2年3月1日 国家試験 学科 九産大 

令和2年3月2日 スクーリング 本校 

令和2年3月6日 第63期生 卒業式・謝恩会 本校 

令和2年3月9日 スクーリング 本校 

令和2年3月11日～3月13日 進級試験  （1年） 本校 

令和2年3月19日 第三学期終業式・追試 本校 

令和2年3月23日〜26日 補習 本校 

令和2年3月31日 国家試験合格発表  

 

 

 

Ⅱ．財務 

１．    貸借対照表 

 

                 ２．   正味財産増減計算書 

 

                 ３．   貸借対照表内訳表 

 

                 ４．   正味財産増減計算書内訳表 

 

 

                             については、 別添付書類とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．付属明細書 

 

 

 

  

 

         附属明細書について 

 

 

 

 
令和元年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に施行規則」第３４条

第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはない。 

 

 

 

                        令和２年 ６月 

 

 

 

                           一般財団法人 豊成学園 

 

 

 

 


