議

事
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平成24年1月14日
全塾協議会事務局
全塾協議会規則第22条第1項に基づき、平成24年12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
2012/12/26
議事概要記録
全協
平成24年度12月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 445教室
場所

1/2頁
日時

平成24年12月26日 18:30～20:45

事務局長、事務局次長
文化団体連盟、体育会、全国慶應学生会連盟、四谷自治会、福利厚生機関、芝学友会
出席者
全塾協議会事務局 7名
議案提出者 9名
事務局長 伊藤 涼太
事務局次長 南條志緒マリオン
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 印南まどか
体育会：体育会本部 主幹代理 西山格之進
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 久保友人
四谷自治会：四谷自治会 会長 岡本泰治
出席者詳細
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 齋藤潤
芝学友会：芝学友会 会長 外山 太士
事務局：事務局長首席参事 局長室長 谷口奈津子、事務局長次席参事 八木拓野 他5名
議案提出者：全国慶應学生会連盟、三田祭実行委員会、秋祭実行委員会、福利厚生機関本部、
應援指導部、慶早戦支援委員会、国際関係会、共済部、全塾協議会事務局

次第

内容
1,開会宣言
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認
6,議長の指名
7,議事録作成人の指名
8,報告事項
事務局報告
①総務部報告
②財務部報告
③広報部報告
④企画部報告
9,協議事項
①全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
②三田祭実行委員会の代交代承認申請
③秋祭実行委員会の代交代承認申請
④福利厚生機関本部の代交代承認申請
⑤應援指導部の代交代承認申請
⑥慶早戦支援委員会の代交代承認申請
⑦国際関係会の独自財源特別支出承認申請
⑧慶早戦支援委員会の規約改正承認申請
⑨共済部の規約改正承認申請

担当・議案提出者
事務局次長 南條志緒マリオン
事務局長 伊藤涼太
総務部長代理 上原悠暉
事務局長次席参事 八木拓野
議長 齋藤潤

事務局長 伊藤涼太

全国慶應学生会連盟 委員長 久保友人
三田祭実行委員会 委員長 福山和希
秋祭実行委員会 委員長 上田知勢
福利厚生機関本部 代表 齊藤潤
應援指導部 主将 小山太輝
慶早戦支援委員会 委員長 前嶋公彦
国際関係会 財務局長 藤江祥子
慶早戦支援委員会 委員長 前嶋公彦
共済部 副代表 土屋大輔

2012/12/26
全協

次第

議決事項

継続事項
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内容
9,協議事項
⑩全塾協議会補正予算審議
⑪選挙中止に関わる決議採択
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
三田祭実行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
福利厚生機関本部の代交代承認申請
應援指導部の代交代承認申請
慶早戦支援委員会の代交代承認申請
国際関係会の独自財源特別支出承認申請
慶早戦支援委員会の規約改正承認申請
共済部の規約改正承認申請
選挙中止に関わる決議採択
内容
全塾協議会補正予算審議

担当・議案提出者
全塾協議会 事務局長 伊藤涼太
全塾協議会 議長 齊藤潤
事務局長次席参事 八木拓野
事務局次長 南條志緒マリオン
番号
61号
可決
62号
可決
63号
可決
64号
可決
65号
可決
66号
可決
67号
可決
68号
可決
69号
可決
70号
可決
所管
全塾協議会事務局 財務部

平成25年1月14日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 上原悠暉

印

この議事録が正確であることを証する。
全塾協議会事務局長

伊藤 涼太

印

文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長
体育会本部 主幹代理

西山 格之進

岡本 泰治

福利厚生機関本部 代表
芝学友会 会長

印

齋藤 潤

外山 太士

印

印

印

全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長
四谷自治会 会長

印南 まどか

印

久保 友人

印
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1,開会宣言
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
4,配布資料確認
5,前回議事録の確認
6,議長の指名
7,議事録作成人の指名

議事詳細記録
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内容（詳細）
事務局次長 南條志緒マリオンが開会を宣し、事務局長 伊藤涼太の挨拶の後、総務部
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。
事務局長次席参事 八木拓野が、既に配布された資料と、前回議事録の確認を行なっ
た。
事務局長 伊藤涼太は、全塾協議会規則第17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、福利厚生機関本部代表 齋藤潤が議長に選任された。
議長は、議事録作成人として事務局総務部を指名し、上部団体の賛成を得た。
（１）事務局からの業務報告

8、報告事項

①総務部報告
報告事項なし。
②財務部報告
報告事項なし。
③広報部報告
報告事項なし。
④企画部報告
報告事項なし。

（１）全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
全国慶應学生会連盟より、代交代承認申請が上程された。全塾協議会は、満場一致で
これを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
（２）三田祭実行委員会の代交代承認申請
三田祭実行委員会より、代交代承認申請が上程された。全塾協議会は、満場一致でこ
れを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
（３）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た。全塾協議会は、満場一致でこれ
を可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
9,協議事項

（４）福利厚生機関本部の代交代承認申請
福利厚生機関本部より、代交代承認申請が上程された。全塾協議会は、満場一致でこ
れを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
（５）應援指導部の代交代承認申請
應援指導部より、代交代承認申請が上程された。全塾協議会は、満場一致でこれを可
決した。また、事務局長 伊藤涼太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た。全塾協議会は、満場一致でこ
れを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。
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内容（詳細）

（７）国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の内容は、追い
コン会場費370,000円、ホストファミリー懇親会飲食費8,000円である。全塾協議会は、慎
重審議の上、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認し
た。
（８）慶早戦支援委員会の規約改正承認申請
慶早戦支援委員会より、規約改正承認申請が上程された。全塾協議会は、慎重審議の
上、条文の表現的な修正を行い、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太
は本決議を承認した。
（９）共済部の規約改正承認申請

9,協議事項

共済部より、規約改正承認申請が上程された。全塾協議会は、慎重審議の上、条文の
表現的な修正を行い、満場一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議
を承認した。
（10）全塾協議会補正予算審議
全塾協議会事務局より、平成24年度全塾協議会補正予算案が上程された。審議を要
する事項は、共済部への交付金分配額の決定、秋祭の交付金増額申請の取扱いであ
る。秋祭の交付金増額申請については理由あるものと認められ、交付金分配額未決団体
への分配額が決定し、予算に余力ある場合に増額分が交付されることとなった。共済部
の交付金配分額については、交付金の使途に関する説明について不明瞭な点が認めら
れたため、1月期全塾協議会において再審議することとなった。以上により、全塾協議会
補正予算案は継続審議となった。
（11）選挙中止に関わる決議採択
選挙規則第29条1項に基づき選挙管理委員会から報告があった2013年度全塾協議会
事務局長次長選挙の中止に対し、第29条2項に基づき行われる決議の素案が全塾協議
会議長より上程された。全塾協議会は、慎重審議の上、素案の通り決議を採択し、満場
一致でこれを可決した。また、事務局長 伊藤涼太は本決議を承認した。

（１）次回全塾協議会の日程
10,連絡事項

11,閉会宣言

事務局長 伊藤涼太は、全塾協議会規則第4条に基づき次回全塾協議会日程について
諮ったところ、満場一致を以って、次回全塾協議会を平成25年1月22日に開催することを
決定した。
事務局次長 南條志緒マリオンが閉会を宣し、20:45に閉会した。

