議

事

録

平成25年9月13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25年8月24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
2013/8/24
議事概要記録
全協
平成25年度8月期全塾協議会
名称
朝陽館本家 やまと
場所

1/2頁
日時

平成25年8月24日 9:00～１0:30

事務局長、事務局次長

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、
福利厚生機関、芝学友会
全塾協議会事務局 22名
議案提出者 4名
事務局長 伊藤涼太
事務局次長 諸田直也

文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 潮志瑞香
体育会本部：体育会本部 主幹 後藤陸
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 砂川嵩光
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員会 委員長 福谷天
出席者詳細
四谷自治会：四谷自治会 会長 岡本泰治
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表代理 八木拓野
芝学友会：芝学友会 会長代理 新貝敢
事務局：総務部長 上原悠暉 他20名
議案提出者：應援指導部、矢上祭実行委員会、秋祭実行委員会、共済部

次第

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應援指導部の独自財源特別支出承認申請
②應援指導部の緊急執行に係る審議
③矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
④秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤共済部の独自財源特別支出承認申請
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言

担当・議案提出者
事務局次長 諸田直也
事務局長 伊藤涼太
総務部長 上原悠暉

全塾協議会 議長 砂川嵩光

総務部長 上原悠暉
財務部長 植野達彦
広報部長 鈴木惇
事務局次長 諸田直也
應援指導部 会計 青柳勇希
應援指導部 会計 青柳勇希
矢上祭実行委員会 財務 山崎潤也
秋祭実行委員会 会計 本間万理
共済部 財務 島村秀夫
総務部長 上原悠暉
事務局次長 諸田直也
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全協

議決事項

議事概要記録

2/2頁

内容
應援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部の緊急執行に係る審議
矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
共済部の独自財源特別支出承認申請

可決
可決
可決
可決
修正・可決

平成25年9月13日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 部長補佐

番号
36号
37号
38号
39号
40号

岡田 渉

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

後藤 陸

潮 志瑞香

印

全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長
全塾ゼミナール委員会 委員長

福谷 天

四谷自治会 会長

印

岡本 泰治

福利厚生機関本部 代表代理
芝学友会 会長代理

新貝 敢

印

八木 拓野
印

印

印

砂川 嵩光

印

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
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内容（詳細）
事務局次長 諸田直也が開会を宣し、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。
総務部長 上原悠暉が、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、全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長 砂川嵩光が
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
事務局人事に関して、平成25年8月23日付けで事務局員補11名を任用し、事務局
員補4名の監督部署を変更したことを報告した。
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）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。特別支出の内容は、夏
合宿下見における交通費・宿泊代（\200,000-）、夏合宿におけるレンタカー代
（\400,000-）、収入印紙代（\5,000-）、切手・葉書代（\25,000-）、リーダー部の練習に
おけるスポーツドリンク代（\100,000-）、吹奏楽団の納会費用（\120,000-）、吹奏楽団
の練習におけるスポーツドリンク代（\14,000-）である。
議案提出を承った総務部から、交通費・宿泊代に関しては事後申請、レンタカー代と
納会費用に関しては事前申請、収入印紙代と切手・葉書代とスポーツドリンク代に関し
ては事後申請分と事前申請分をまとめての申請であることが補足された。
このうちスポーツドリンク代の特別支出について、リーダー部と吹奏楽団で申請方法
を統一すべきでないかとの意見があった。
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）應援指導部の緊急執行に係る審議

9,協議事項

全塾協議会事務局より、應援指導部に対する緊急執行の事前承認の可否を求める
議案が上程された。緊急執行の内容は、吹奏楽団の塾員結婚式における収入印紙代
(￥200-)、吹奏楽団の飲料代(￥7,000)を独自財源より支出するというものである。
このうち収入印紙代の特別支出について、予め購入して蓄えておくべきではないかと
の意見があった。
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）矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
矢上祭実行委員会より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の内
容は、矢上祭期間中におけるゲスト・ヘルプの方々へのケータリング費（\125,000-）、
他大学学園祭への差し入れ代（\10,000-）である。矢上祭実行委員会から、昨年は2点
とも同様の支出を認められていたことが補足された。
このうちケータリング費の特別支出について、内訳に関する質問があり、2日間の開催
のうちヘルプが各日120人とゲストが数人であり、1人当たり約500円の支出であることが
明らかにされた。
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。

以下、議事の詳細に続く。全2P
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全協
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内容（詳細）
（４）秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
秋祭実行委員会より、独自財源特別支出承認申請が上程された。特別支出の内容
は、秋祭期間中における実行委員の弁当代（\150,000-）、寝具レンタル代（\45,000-）
である。
このうち寝具レンタル代について、内訳に関する質問があり、約120人が利用し、1人
当たり約400円の支出であることが明らかにされた。また、例年は実行委員の自己負担
であったことが補足された。
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。
（５）共済部の独自財源特別支出承認申請

9,協議事項

共済部より、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、三田部
室における平成25年9月分および10月分の事務員給与（\119,000-）である。7月期全
塾協議会定例会においては、共済部の改革が計画通り進んでおらず、とりわけ日吉部
室が閉館している時間が多いことや、三田部室の事務員からの引き継ぎ作業が進んで
いないことなどの指摘があった。
前者に関して、8月の総会において1・2年生を中心にミーティングを行い、マニュアル
の再配布やシフト表の作成を行い、改善方向にあることが報告された。一方で、新歓期
にあたる4月や5月は、キャンパスの移動に伴い日吉部室で作業を行える塾生が少なく
なるため、一時的に事務員を雇う必要性があることが強調された。
後者に関して、今年度の新入部員が30人程度を目標にしていたにも関わらず11人の
入部にとどまったため、部員増加を大きな柱とした４ヶ年計画が頓挫してしまったことが
報告された。共済部は、福利厚生機関本部と共同で共済部の組織図の改革を計画し
ていると主張し、9月期全塾協議会定例会までに従来の４ヶ年計画に代わる新たな改
善案を考え、提出することを約束した。
全塾協議会は、慎重審議の上、満場一致でこれを9月分の事務員給与（\25,500-）の
みの支出承認として修正・可決した上で、9月期全塾協議会定例会において再度責任
を追及することとした。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9月24日に開催する
ことを決定した。
事務局次長 諸田直也が閉会を宣し、10:30に閉会した。

