議

事

録
2017年2月26日
全塾協議会事務局

全塾協議会規約第27条第1項に基づき、平成29年2月26日に開催された全塾協議会の議事録を公開する。

以下、議事の概要に続く。全2P
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議事概要記録
全協
名称
場所

平成29年2月期全塾協議会
信濃町キャンパス 東校舎 講堂

１/2頁
日時

平成29年2月26日 18:13～19:58

事務局長,事務局次長,塾生代表

出席者

文化団体連盟、体育会本部、全国慶應学生会連盟、全塾ゼミナール委員会、四谷自治会、芝学友会、福利厚生機
関
全塾協議会事務局 12名
議案提出者 9名

事務局長 丹羽直也
事務局次長 北尾成美
塾生代表 村野元紀
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 宮本
体育会本部：体育会本部 主幹 平野皓大（代理）
全国慶應学生会連盟：全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長 増田碧（代理）
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員会 委員長 八木洋樹
四谷自治会：四谷自治会 会長 友岡領
出席者詳細
芝学友会：芝学友会 会長 中込愛
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 鞍馬進之介
事務局：総務部長 勝又颯太、財務部長 山崎孔敬、広報部長 羽飼彩 他7名
議案提出者: 全塾協議会事務局、経済学部ゼミナール委員会、文学部社会学ゼミナール委員会、三田祭実行委員
会、国際関係会、應援指導部、慶早戦支援委員会、秋祭実行委員会、文化団体連盟、体育会本部、塾生代表
1,開会宣言
2,塾生代表挨拶

担当・議案提出者
事務局長 丹羽直也
塾生代表 村野元紀

3,定足数確認
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認

総務部長 勝又颯太

6,議長の指名
次第

7,報告事項
(1)塾生代表報告

塾生代表 村野元紀

(2)事務局報告

事務局長 丹羽直也

①総務部報告

総務部長 勝又颯太

②財務部報告

財務部長 山崎孔敬

③広報部報告

広報部長 羽飼彩

④企画部報告

事務局次長 北尾成美

(3)その他
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8,協議事項
全協
①経済学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請 経済学部ゼミナール委員会 財務 湯山朝子
②文学部社会学ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
文学部社会学ゼミナール委員会 委員長 林佳菜子
③三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
三田祭実行委員会 財務局長 遠藤祐香
④国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会 財務 小池優美子
⑤應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部 会計 高橋真彦
⑥慶早戦支援委員会の代交代承認申請
慶早戦支援委員会 委員長 中野寛才
⑦秋祭実行委員会の代交代承認申請
秋祭実行委員会 代表 村山拓海
次第
⑧文化団体連盟本部の代交代承認申請
文化団体連盟 常任委員長 宮本
⑨体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請
体育会本部 財務局長 笠原敬太
⑩全塾協議会事務局の自治会費交付金特別支出承認申請 全塾協議会事務局 事務局長 丹羽直也
⑪代表補佐委員会設立に係る審議
塾生代表 村野元紀
10,連絡事項
事務局長 丹羽直也
①次回全塾協議会の日程
事務局長 丹羽直也
11,閉会宣言
内容
番号
経済学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
可決
12号
三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
可決
13号
国際関係会の独自財源特別支出承認申請
可決
14号
議決事項

應援指導部の独自財源特別支出承認申請
慶早戦支援委員会の代交代承認申請
秋祭実行委員会の代交代承認申請

可決(修正案)
可決
可決

15号
16号

文化団体連盟本部の代交代承認申請

可決

18号

体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請

可決(修正案)

19号

全塾協議会事務局の自治会費交付金特別支出承認申請

可決

20号

代表補佐委員会設立に係る審議

可決

21号

平成29年3月24日 議事録作成
全塾協議会事務局

事務局長

丹羽 直也

印

この議事録が正確であることを証する。
塾生代表

村野 元紀

印

全塾協議会 議長

八木 洋樹

印

17号
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内容（詳細）

1,開会宣言
2,事務局長挨拶

事務局長 丹羽直也が開会を宣し、塾生代表 村野元紀の挨拶の後、総務部長 勝又颯太より定足数
を満たしたことが発表され、本会の成立が確認された。

3,定足数確認
4,配布資料確認

総務部長 勝又颯太が、既に配布された資料の確認を行なった。

5,前回議事録の確認
6,議長の指名

総務部長 勝又颯太は、全塾協議会規約第16条に基づき議長の選任方法を諮ったところ、満場一致
を以って全塾ゼミナール委員会委員長 八木洋樹が議長に選任された。

7、報告事項

(1)塾生代表からの報告
代表補佐委員会の設立に関して、協議事項の⑪にて詳しく述べたいとの旨を伝えた。
(2)事務局からの業務報告
①事務局長報告
人事の改変を行って2年生が就任することにより、広報部長と企画部長の兼任を解消できた旨を報告
した。
②総務部報告
規約の改正に伴い書類の書式の改変を行っていることと、事務局のメールアドレスを統一する方針で
あることを報告した。しかし、財務部に関しては今後もアドレスを分けるため財務に関する連絡は別で
メールをするよう求めた。
②財務部報告
振込みがまだの団体には早めに振り込むようにするとの旨を伝えた。
③広報部報告
オリエンテーション実行委員会の冊子に掲載するためのものを作成中であり、財務管理の手引きの改
正をインターネット上でも配信し始めた旨を報告した。
④企画部報告
通常業務を行い、団体へのヒアリングの準備をしている旨を報告した。

(1)経済学部ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
経済学部ゼミナール委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自財源よ
り、ソフトバール大会、バレーボール大会、ならびにゼミ説明会に関する交通費として4,190円である。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。

8,協議事項

(2)文学部社会学ゼミナール委員会の独自財源特別支出承認申請
文学部社会学ゼミナール委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自
財源より、人間科学ゼミナール委員会と合同で開催されたバレーボール大会の参加賞として18,751円
である。塾生代表より申請の明細を教えて欲しいとの提言がなされたが、担当者は細かい用途に関し
ては財務が管理しているためわからないと回答した。
全塾協議会は次月議会での再提出を提案し、担当者はこれを受け入れたため、当議案の採決は次
月議会に見送られた。
(3)三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
三田祭実行委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自財源より、宣伝
活動に際してのICカード使用ににおける印刷費として6,000円である。担当者より1月に申請した分の
追加申請にあたるとの説明があった。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
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(4)国際関係会の特別支出承認申請
国際関係会より独自財源特別支出承認申請ならびに自治会費交付金特別支出承認申請が上程さ
れた。その内容は独自財源より、①春期プログラムにおける交換生の交通費として126,000円、②ホスト
ファミリー募集のビラ代として5,000円、③海外交流プログラムの紹介ポスター印刷代として2,000円であ
る。塾生代表より①について前回の申請よりも安くなったのはなぜかという質問があり、担当者はシャト
ルバスや電車などを使う人と使わない人がいたためであると回答した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。

8,協議事項

(5)應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部より独自財源特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自財源より、リーダー部よ
り①2月・3月分の飲料代として8,0000円、②渉外費として春季合宿時の宿への菓子折り代1,365円、③
渉外費として関係店舗への挨拶回りに行く際の土産代10,000円、④春合宿納会代として10,000円、⑤
器材運搬のためのレンタカー代として20,000円、⑥ガソリン代として3,000円、⑦駐車場代として1,000
円、⑧2月・3月駐車場代として64,800円、⑨軽油代として12,000円、器材者運用の際の人件費として
170,000円、チアリーディング部より⑤春合宿交通費として172,200円、⑥春合宿納会代として5,000円、
⑦春合宿時の宿への菓子折り代として5,000円、⑧器材運搬費として125,280円、⑨新入生お茶会代と
して45,000円、吹奏楽団より⑩3月・4月分のコーチ代として220,000円、⑪卒業生への色紙代として
2,208円、⑫3〜7月分の応援活動にて使用する予備水分代として7,000円、⑬新歓ブースに設置する
新入生用飲料代として2,42円、⑭4月4日における新入生歓迎の食事代として46,200円、⑮4月11日に
おける新入生歓迎の食事代として59,400円、⑯コピーカード代として10,000円である。塾生代表より⑪
に関して計算が間違っているのではないかという指摘があり、2,488円に修正されることとなった。また、
⑩に関して登録上コーチ代の申請は大丈夫なのかという質問があり、全塾協議会は2〜7月の申請を
確認したところこれまでのものも全会承認されており、仕方がないと回答した。また、担当者から全塾協
議会に対し部の関連の方が亡くなられた際の香典やお花代を申請する際に支払いの証明をいただく
ことが難しいがその証明がないと申請することは厳しいかという質問があり、全塾協議会議員はそのお
金について部員が個人で出すことはおかしく会があったことを示せるものを提出すれば申請できるとい
う形にするのがよいという結論に至った。今回の申請の結果は、⑪を2,488円に変更した修正案となっ
た。
全塾協議会は修正案を全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(6)慶早戦支援委員会の代交代承認申請
慶早戦支援委員会より代交代承認申請が上程され、新委員長に竹村康詩氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(7)秋祭実行委員会の代交代承認申請
秋祭実行委員会より代交代承認申請が上程され、新代表に松室雄大氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(8)文化団体連盟本部の代交代承認申請
文化団体連盟本部より代交代承認申請が上程され、新委員長に貴田航氏が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
(9)体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請
体育会本部より自治会費交付金特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自財源より関西の
大学と行う会議に参加するための交通費として217,920円である。事務局長より学割を反映した金額で
はないのではないかという質問があり、担当者は前回の修正する前の資料を引用してしまったため金
額が修正されていないと回答した。よって、一人当たり13,620円ではなく12,870円で換算し、合計
47,420円に変更した修正案となった。
全塾協議会は修正案を全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。
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(10)全塾協議会事務局の自治会費交付金承認申請
全塾協議会事務局より自治会費交付金承認申請が上程された。その内容は、自治会費交付金より①
芝共立キャンパスでのオリエンテーション参加費として4,000円、②湘南藤沢キャンパスでのオリエン
テーション参加費として4,000円である。議長より例年通りの金額かという質問があり、担当者はSFCに
関しては金額が前後する可能性があるため去年より500円高く見積もっていると回答をした。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を承認した。

8,協議事項

(11)塾生代表の代表補佐委員会設立に係る審議
塾生代表より代表補佐委員会設立に関する審議が上程された。その内容は、選挙管理委員会や優
勝準備委員会と同じような立ち位置で特別委員会として代表補佐委員会を設立したいという提言で
あった。新規助成金に関して、議員から飲食費や印刷代を含めることができるのかという質問があり、全
塾協議会は塾生全体のために使われないお金は基本的には認められないが独自財源として団体が集
めているお金だとしたら個人に使われても問題ないと回答した。全塾協議会は内容を深く検討した上
で、新規助成金については次月議会での再提出を提案し、担当者はこれを受け入れた。
全塾協議会は代表補佐委員会の設立について全会一致で可決し、塾生代表村野元紀は本決議を
承認した。

9,連絡事項

(1)次回全塾協議会の日程
総務部長 勝又颯太は、全塾協議会規約第19条に基づき次回全塾協議会日程について諮ったとこ
ろ、次回全塾協議会は平成29年3月28日(火)に開催となり、詳細は追って連絡する運びとなった。

10,閉会宣言

事務局長 丹羽直也 が閉会を宣し、19:58に閉会した。

