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平成25年10月15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9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
2013/9/24
議事概要記録
全協
平成25年度9月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 大学院校舎 313教室
場所
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日時

平成25年9月24日 18:30～20:50

事務局長、事務局次長
文化団体連盟、体育会本部、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 14名
議案提出者 6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
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 外山太士
事務局：総務部長 上原悠暉、 他13名
議案提出者：Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｃｏｕｎｓｅｌｏｒｓ、四谷自治会、国際関係会、全塾協議会事務局、共済部

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
①四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
②三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
③應援指導部の特別支出承認申請
④全塾協議会選挙規則改正承認申請
⑤選挙管理委員会の代交代承認申請
⑥平成25年度全塾協議会予算審議
⑦共済部の独自財源特別支出承認申請

担当・議案提出者
財務部長 植野達彦
事務局長 伊藤涼太
総務部長 上原悠暉
事務局長 伊藤涼太
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
広報部長代理 藤井拓弥
事務局長 伊藤涼太
四谷祭実行委員会 委員長 角田潤哉
三田祭実行委員会 財務局長 須藤絵梨奈
應援指導部 会計 青柳勇希
全塾協議会 議長 砂川嵩光
選挙管理委員会 委員長 砂川嵩光
事務局長 伊藤涼太
共済部 財務 島村秀夫
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議決事項
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10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
①四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
②三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
③應援指導部の特別支出承認申請
④全塾協議会選挙規則改正承認申請
⑤選挙管理委員会の代交代承認申請
⑥平成25年度全塾協議会予算審議
⑦共済部の独自財源特別支出承認申請

事務局長 伊藤涼太
事務局次長 諸田直也
番号
41号
可決
42号
可決
43号
可決
44号
可決
45号
可決
可決(修正) 46号
47号
可決

平成25年10月15日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 鶴丸 尚子

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

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
四谷自治会 会長

岡本 泰治

福利厚生機関本部 代表代理
芝学友会 会長

外山 太士

印

印
八木 拓野
印

印

砂川 嵩光

印

以下、議事の詳細に続く。全2P
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全協
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）
財務部長 植野達彦が開会を宣し、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、事務局員1名が退局し、また事務局員補2名を新たに任用した
ことを報告した。
②財務部報告
平成25年度予算案可決後、各団体に決定通知書を送付することと、使途計画書の
提出をお願いすることを報告した。
③広報部報告
報告事項なし。
④企画部報告
優勝準備委員会の発足の可能性があることを報告した。

（１）四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
四谷祭実行委員会より、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、5月期定例会においてミス&ミスターコンテスト芸能人招待出演料の特別支出として可
決された300,000円の予定額を350,000円へ増額するというものである。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。特別支出の内容
は、レンタカー代、レンタカー使用に伴うガソリン代などの運搬費（￥800,000‐）である。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）應援指導部の特別支出承認申請
9,協議事項

應援指導部より、特別支出承認申請が上程された。独自財源特別支出の内容は、事
後申請のコーチ代（吹奏楽部￥230,000‐、チアリーディング部￥750,000‐）、事前申請の
コーチ代（吹奏楽部￥600,000‐、チアリーディング部￥950,000‐）、事後申請の器材運搬
費（￥770,000‐）、事前申請の器材運搬費（￥670,000‐）、事後申請の交通費（本部
￥98,130‐、リーダー部￥26,850‐、チアリーディング部￥111,420‐）、吹奏楽団秋季合宿
交通費（￥20,000‐）、事後申請の卒業部員への贈答品代（￥277,502‐）、事後申請の宿
泊先への贈答品代（本部￥1,600‐、リーダー部￥31,285‐、チアリーディング部￥1,900
‐）、事後申請の飲食費（リーダー部￥750‐、チアリーディング部￥1,856‐）、事後申請の
葉書代（￥300‐）、である。交付金財源特別支出の内容は、事後申請の交通費
（￥20,000‐）、事前申請の交通費（￥120,000‐）、事後申請の飲食代（￥100,000‐）、事
前申請の飲食代（￥100,000‐）、事後申請の謝礼金（￥310,000‐）、事前申請の謝礼金
（￥340,000‐）、事後申請の葉書代（￥1,000‐）、事前申請の葉書代（￥1,500‐）である。
このうち交通費について、全塾協議会は四半期ごとに申請することを提案したが、年々
新たな応援活動が増え、見積もりが立てられないため難しいとの説明がされた。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
次第
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内容（詳細）
（４）全塾協議会選挙規則改正承認申請
全塾協議会議長より、選挙規則改正承認申請が上程された。
規則改正後の運用に関していくつか質問があり、処分については処分審査会にて審議
されること、選挙管理委員会委員長の選出は全塾協議会の議決によって決定することな
どが確認された。また、複数の条文の表現に細かい修正が加えられた。
全塾協議会は、慎重審議の上、満場一致でこれを修正可決した。また、事務局長 伊藤
涼太は本決議を承認した。
（５）選挙管理委員会の代交代承認申請
選挙管理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。
（６）平成25年度全塾協議会予算審議

9,協議事項

全塾協議会事務局より、平成25年度全塾協議会予算案が上程された。提出された予
算案に基づき所属団体に分配される交付金について精査されたほか、Student
Counselorsより提出された団体予算案の修正案に関する協議も併せて行われた。
全塾協議会は、慎重審議の上、平成25年度予算を確定した。また、事務局長 伊藤涼
太は本決議を承認した。
（７）共済部の独自財源特別支出承認申請
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10月分の事務員給与（\119,000-）である。
9月期全塾協議会定例会において約束された、従来の４ヶ年計画に代わる新たな改善
案が提出された。その内容は、ホームページを中心とした運営をすることで、アルバイト
紹介の利便性向上を図ると同時に、下宿紹介冊子の印刷費を抑えることで、交付金交付
額0円を目指すというものである。
一方、事務局は三田部室を閉鎖する改善提案書を提示した。10月期全塾協議会定例
会までに、自身の改善案を部内で共有し、実現可能性を考えるのに加えて、事務局側の
改善提案書についても検討することを約束した。また全塾協議会は、同定例会で三田・
日吉各部室の秋学期の経過状況について提出することを求めた。
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。
（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10月21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、20:50に閉会した。

