
１．法人の概要

（１）建学の精神
地域の学生を地域で育て、高い専門性と豊かな人間性を育み、地域から信頼され、貢献できる
人材を育成する。

（２）教育理念
職業教育を通して、地域社会に貢献する人材を養成する。

（３）本学園の沿革
昭和63年12月(1988) ●学校法人穴吹学園（福山）設立
平成 1年 4月(1989) ●穴吹コンピュータ専門学校・穴吹国際ビジネス専門学校を開校
平成 3年 4月(1991) ●穴吹デザイン専門学校を開校
平成 8年 8月(1996) ●社会人対象穴吹カレッジキャリアアップスクールを開講
平成12年 4月(2000) ●TAC福山校開校
平成15年 4月(2003) ●穴吹ビューティ専門学校を開校
平成18年 4月(2006) ●穴吹調理師専門学校を開校
平成20年 4月(2008) ●穴吹動物専門学校を開校

●穴吹コンピュータ専門学校を、穴吹情報デザイン専門学校と
　 校名を変更
●穴吹国際ビジネス専門学校を、穴吹医療福祉専門学校と校名を変更
●穴吹調理師専門学校を、穴吹調理製菓専門学校と校名を変更

平成26年 3月(2014) ●穴吹学園（5校13学科）が実践的な職業教育に組織的に取り組む学科

　 「職業実践専門課程」として文部科学大臣より認定される。

　（文部科学省告示第59号）
平成28年 4月(2016) ●穴吹デザイン専門学校（広島市）設置者変更に伴い学校法人となる。

（４）設置する学校・課程・学科等（平成28年度）
*印は職業実践専門課程として認定された学科である。

平成２８年度　事業報告書

学　校　名 開校年月 課程・学科等 摘　　要
穴吹情報デザイン専門学校 平成1年4月 工業専門課程

　*情報ｼｽﾃﾑ学科（3年制）
　*ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀｰ学科（3年制）
　*ITﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（2年制）
　*ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（2年制）
　*CGﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（2年制）
　*ﾏﾝｶﾞ･ｲﾗｽﾄ学科（2年制）

穴吹医療福祉専門学校 平成1年4月 教育・社会福祉専門課程
　*こども・社会福祉学科（3年制）
　 こども保育学科（2年制）
商業実務専門課程
　*医療事務学科（2年制）
　 公務員ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（2年制）
　 ﾜｰｷﾝｸﾞｽﾀﾃﾞｨ学科（1年制）
文化教養専門課程
　 公務員学科（1年制）
通信課程
　 社会福祉学科

穴吹動物専門学校 平成20年4月 商業実務専門課程
　*動物看護総合学科（3年制）
　*動物健康管理学科（2年制）

穴吹ビューティ専門学校 平成15年4月 衛生専門課程
　 厚労省指定美容師養成施設 　*美容学科（2年制）

商業実務専門課程
　* ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ･ｴｽﾃ学科（2年制）
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（５）■昼間課程（5月1日現在）

入学定員 入学生数 収容定員 在校生数 入学定員 入学生数 収容定員 在校生数

170 67 400 175 170 81 400 163
140 92 270 167 190 116 385 186
80 54 180 115 80 60 180 132
70 21 140 44 60 29 100 48

130 81 200 144 130 82 200 131
220 161 440 282 220 176 440 325
810 476 1,630 927 850 544 1,705 985

■通信課程（5月1日現在）

収容定員 在校生数 収容定員 在校生数

160 18 160 52
160 0 160 0
20 0 20 0

340 18 340 52

（６）役員の概要

平成29年3月31日現在 定員数（理事６名，監事２名）

理事長 穴吹　忠嗣

専務理事 大平　康喜

理事 田島　建彦

理事 福田　稔

理事 穴吹　薫

理事 河野　啓郎

監事 森野　知行 （第10条）

監事 竹中　智 （第10条）

【平成28年7月1日以降の変更】
なし

学　校　名 開校年月 課程・学科等 摘　　要
穴吹調理製菓専門学校 平成18年4月 衛生専門課程
　 厚労省指定養成施設 　*高度調理学科（2年制）
　　　調理師 　*ﾊﾟﾃｨｼｴ･ﾍﾞｰｶﾘｰ学科（2年制）
　　　製菓衛生師 衛生高等課程

　 調理学科（1年制）
　 製菓学科（1年制）
通信課程
　 製菓通信学科（2年制）

穴吹デザイン専門学校（広島市） 平成3年4月 工業専門課程 平成28年4月1日付

　建築学科（2年制） 設置者変更（法人化）

　*ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（2年制）
　*商品企画ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（2年制）
文化教養専門課程
　*ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科（2年制）
　*ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ学科（2年制）

　　*CG･ｹﾞｰﾑ学科（2年制）
通信課程
　ﾏﾝｶﾞ･ｲﾗｽﾄ学科（3年制）

学　校　名
平成28年度 平成29年度

穴吹情報デザイン専門学校

穴吹デザイン専門学校

穴吹医療福祉専門学校
穴吹動物専門学校
穴吹ビューティ専門学校
穴吹調理製菓専門学校
穴吹デザイン専門学校

合計

合計

区　分 氏　　名 選任区分（条項） 任　　期

学　校　名
平成28年度 平成29年度

穴吹医療福祉専門学校(社会福祉士)
穴吹調理製菓専門学校

評議員 平成27年6月12日から

（第9条第1項第2号） 平成29年6月11日まで

評議員 平成27年6月12日から

（第9条第1項第2号） 平成29年6月11日まで

評議員 平成27年6月12日から

（第9条第1項第2号） 平成29年6月11日まで

校長 平成21年4月1日から

（第9条第1項第1号）

学識経験者 平成27年6月12日から

（第9条第1項第3号） 平成29年6月11日まで

学識経験者 平成27年6月12日から

（第9条第1項第3号） 平成29年6月11日まで

平成29年6月11日まで

平成27年6月12日から

平成29年6月11日まで

平成27年6月12日から
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（７）評議員の概要
平成29年3月31日現在 定員数（評議員１３名）

信岡　誠三
尾﨑　隆一
村上　主典
竹内　宏典
宮崎　克典
加藤　百合子
友滝　隆宏
谷中　義昌
穴吹　忠嗣
和歌　弘州
大平　康喜
福田　稔
尾崎　健一

【平成28年7月1日以降の変更】
　　平成29年4月1日付で宮崎克典氏（1号評議員）が学校法人穴吹学園（徳島市）へ転籍し、
　　平成29年5月8日に和歌弘州氏（3号評議員）が死去したため、2名欠員となっている。

（８）教職員の概要
平成29年3月31日現在 （単位：人）

本務 兼務 本務 兼務
9 20 4 1 34
8 24 5 1 38
7 5 3 1 16
5 14 3 1 23
7 27 5 1 40

16 46 7 1 70
52 136 27 6 221

※兼務職員は校医を含む。

２．事業の概要   
（１）事業の概要

選任区分（条項） 氏　　名 任　　期

H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月

職員
（第18条第1項第1号）

H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月

３

学識経験者
（第18条第1項第3号）

H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月

学　校　名
教員 職員

合計

穴吹情報デザイン専門学校
穴吹医療福祉専門学校
穴吹動物専門学校
穴吹ビューティ専門学校
穴吹調理製菓専門学校
穴吹デザイン専門学校

合計

平成２８年度においては、広島市にございます穴吹デザイン専門学校について、個人立から法人立
の学校へ事業譲渡しました。これにより、平成２８年４月より学校法人穴吹学園（中国）として、福山
市、広島市を拠点とする専門学校６校体制、在校生総数９２７名の学校法人として運営開始となりま
した。入学生については、福山校にて３１５名の入学生、広島校においては前年度より３４名増加した
入学生１６１名を迎えての学校運営を行って参りました。本年３月には、福山５校にて３１７名、広島校
にて１１２名、合計で４２９人の卒業生を輩出しました。また、平成２９年４月には、福山５校で前年より
５３名増加した３６８名、広島校にて前年より１５名増加した１７６名、合計で５４４名の入学生を迎え
て、在校生総数９８５名で新年度をスタートしております。
専門学校においては学校活動（就職、学習支援、海外研修、表彰制度等）をより充実すべく、保護者
会の創設準備を行いました。加えて、今後の新たな事業展開を行うべく、日本語学科の設置（平成２
９年４月に５名入学［ベトナム］） 及び、付随事業部として「企業主導型保育事業」による保育所開園
準備にて、整備費助成手続き、保育所設置に伴う改修工事を、３月から穴吹ビューティ専門学校にて
実施し、平成２９年８月開園に向けての準備を行っております。

H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月

卒業生
（第18条第1項第2号）

H28年7月～H30年6月
H28年7月～H30年6月



（２）主な事業
①穴吹情報デザイン専門学校
・ゲームCG用高性能PCを１７台購入
・サイバー大学編入コースをITビジネス学科に新設
・マンガ・イラスト学科2年生の学生が、第７回クラブサンデー杯（クラサン杯）にて１位を獲得
・CGデザイン学科の学生が、ジーンズメイト様主催のSpring & Summer 2017 Tシャツデザインコンテストに
 入賞

②穴吹医療福祉専門学校
・ホテル・ブライダル学科設置に向け、「サービス実習室」新設工事
・「保育実習室」移設・改修工事
・こども保育学科
　「指定保育士養成施設業務報告書」を広島県に提出（平成28年6月20日）
・社会福祉学科　通信課程
　「社会福祉士養成施設修業年限変更承認に関する申請書」を広島県に提出（H28.9.20日）
・日本ホテル・レストランサービス技能協会承認校申請、認可（平成29年3月21日）
・日本語学科設置についての目的変更申請について広島県知事より認可(H28.12.26日)
・日本語学科新設 H29年4月　5名入学（ベトナム）

③穴吹動物専門学校
・わんわんクラブ送迎用軽ワゴン車リニューアル
・一般社団法人 日本ペットビジネススクール協会　全日本学生トリミング技術コンテスト　最優秀賞
・第37回 動物臨床医学会年次大会　＜動物病院スタッフ・ＶＴ分科会＞
ポスター発表「おもちゃの細菌について」　優秀研究発表賞
・ペット系海外研修（オーストラリア）１７名参加

④穴吹ビューティ専門学校
・福山市制100周年イベント　市民参加型ミュージカルのメイクボランティア実施（メイク・ネイル・エステ学科）
・第35回美容師国家試験　全員合格（13名）
・穴吹調理製菓専門学校にて「美と栄養」の授業（調理実習）をスタート
・企業主導型保育所設置に伴う改修工事を3月から実施

⑤穴吹調理製菓専門学校
・バラ祭り学生ボランティアで子供たちにマジパン作成を指導（製菓系学科）
・㈱天満屋にて開催された「あみゃ～もんフェスタ」の販売ボランティアを実施（製菓系学科）
・調理技術コンクール（予選）日本料理部門に高度調理学科2年2名出場
・㈱エブリィ駅家店にてお菓子教室開催
・㈱天満屋にて開催された「バレンタインイベント」の販売ボランティアを実施（製菓系学科）
・「ジャパンケーキショー」のマジパン部門にパティシエ・ベーカリー学科2年4名が出場

⑥穴吹デザイン専門学校
・第2ビルエントランスのタイル張替え、学生ラウンジのカーペット交換
・（公社）商業施設技術団体連合会　第14回主張する「みせ」学生デザインコンペ　奨励部門賞
・（公社）日本グラフィックデザイナー協会　JAGDA学生グランプリ2016　木住野彰悟賞
・県赤十字血液センター献血ルームばら　ロゴマークデザインコンテスト　最優秀賞　デザイン採用
・マンガ受賞6作品　月刊少年マガジン、週刊少年サンデー、ゲッサンほか　
・マンガ家デビュー1名　月刊ヤングマガジン（講談社）
・山陽ブロック工業株式会社　コンクリート製新商品提案

⑦社会人教育部門（穴吹カレッジキャリアアップスクール）
・社会人対象に高度な専門教育の実施
・ＴＡＣとの提携による各種資格取得講座の実施
・各種委託訓練の実施

穴吹カレッジキャリアアップスクール ３コース　  受講者数合計　２３名
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（３）施設等の状況

摘　　要所　在　地 施設等 面積等

広島県福山市
東町2丁目41番地

41番 校地 2,299.04㎡

東町校舎(B棟)

穴吹情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ、医療福祉、動物専門学校

42番3,4,5 土地 230.31㎡ 駐輪場他
41番の1 東町校舎(A棟) 1,008.43㎡ 穴吹情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校

穴吹医療福祉専門学校
穴吹動物専門学校

41番の4
東町校舎(C棟) 3,398.20㎡

41番の2 寄宿舎 234.00㎡ 女子学生寮

877.03㎡
41番の3

広島県福山市 128番1 校地 603.10㎡
穴吹ﾋﾞｭｰﾃｨ専門学校

入船町2丁目16番地 16番 入船校舎 2,071.03㎡

288.66㎡

広島県福山市東町2丁目

広島県福山市 24番4 校地 488.43㎡
東町2丁目24番地 24番4 調理校舎 1,783.82㎡

５

南区松川町 870番7号他1筆 校舎(第二ﾋﾞﾙ) 1880.58㎡

南区松川町 870番27号他2筆
穴吹ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校

870番7,6 校地広島県広島市

33番304 校宅 61.01㎡ ｻｰﾊﾟｽ城見通り304号

広島県広島市
校舎(第一ﾋﾞﾙ) 2135.58㎡

870番27 校地 382.51㎡

穴吹調理製菓専門学校
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