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平成25年11月19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10月21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
2013/10/21
議事概要記録
全協
平成25年度10月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 412教室
場所
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日時

平成25年10月21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 11名
議案提出者 8名

事務局長 伊藤涼太
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
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 代表代理 八木 拓野
芝学友会：芝学友会 会長代理 田中崇裕
事務局：総務部長 上原悠暉、 他10名
議案提出者：三田祭実行委員会、国際関係会、慶援指導部、慶早戦支援委員会、
オリエンテーション実行委員会、全国慶應学生会連盟、優勝準備委員会、共済部
担当・議案提出者
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
①三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
②国際関係会の特別支出承認申請
③應援指導部の特別支出承認申請
④慶早戦支援委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤オリエンテーション実行委員会の代交代

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
財務部長代理 谷口理文
広報部長代理 藤井拓弥
事務局長 伊藤涼太
三田祭実行委員会 財務局長 須藤絵梨奈
国際関係会 代表 老川創紫
慶援指導部 吹奏楽団会計 松本光弘
慶早戦支援委員会 代表 前嶋公彦

オリエンテーション実行委員会 委員長 西川拓弥
⑥オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請 オリエンテーション実行委員会 委員長 西川拓弥

⑦全国慶應学生会連盟の交付金特別支出承認申請
⑧優勝準備委員会の代交代承認申請

全国慶應学生会連盟 委員長 砂川嵩光
優勝準備委員会 委員長予定者 笠原誠司
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⑨共済部の独自財源特別支出承認申請
⑩共済部の代交代承認申請
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
①三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
②国際関係会の特別支出承認申請
③應援指導部の特別支出承認申請
④慶早戦支援委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤オリエンテーション実行委員会の代交代

共済部 代表代行 土屋大輔
共済部 代表代行 土屋大輔

事務局長 伊藤涼太
事務局長 伊藤涼太
番号
48号
可決
49号
可決
50号
可決
51号
可決
52号
可決
⑥オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請 可決
53号
⑦全国慶應学生会連盟の交付金特別支出承認申請
54号
可決
⑧優勝準備委員会の代交代承認申請
可決(承認保留) 55号
⑨共済部の独自財源特別支出承認申請
56号
可決
⑩共済部の代交代承認申請
57号
可決

平成25年11月19日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部

小林 勇大

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

砂川 嵩光

印

福利厚生機関本部 代表代理
芝学友会 会長代理

印

田中崇裕

八木 拓野
印

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）
事務局長 伊藤涼太の開会宣言・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名が退局したことを報告した。
②財務部報告
交付金額決定通知書の送付日と予算執行計画説明書の提出期限に関する説明を
行った。
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）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、コピーカード使用における印刷費（￥2,000‐）、音響サービスの食事代(￥1,800,000)、前夜祭のケータリング費用(￥108,000-)、期間中の委員の寝具代(￥319,160-)、期間
中の委員の入浴代(￥308,400-)、実行委員会企画に出演するゲストのケータリング費
(￥13,000-)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。
（２）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、ホス
トファミリーへの資料送付のための切手代(￥10,600-)、ホストファミリーの返信用はがき
(￥5，000-)、企業へのお土産代(￥3，000-)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。
9,協議事項

（３）慶援指導部の独自財源特別支出承認申請
慶援指導部より、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、秋
季合宿における贈答品代(￥20,000-)、秋季合宿の交通費(￥600，000-)、山食納会費
用(￥400，000-)、収入印紙代（￥200-）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。
（４）慶早戦支援委員会の独自財源特別支出承認申請
慶援指導部より、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、慶
早戦優勝時における器材運搬費(￥70,000-)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。
（５）オリエンテーション実行委員会の代交代承認申請
オリエンテーション実行委員会より、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。
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内容（詳細）
（６）オリエンテーション実行委員会の独自財源特別支出承認申請
オリエンテーション実行委員会より、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、準備期間における委員の飲食代（￥156，000-）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。
（７）全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請
全国慶應学生会連盟より、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、KEIOフットサルアドベンチャー２０１３に出店する際の機材費（￥50,000-）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。
（８）優勝準備委員会の代交代承認申請

9,協議事項

優勝準備員会より代交代承認申請として、委員長に笠原誠司氏、副委員長に前嶋君
彦氏、稲光祥子氏、財務に岡本泰治氏、祝賀会責任者に照屋優氏、優勝パレード責任
者に松本竜弥氏、機材管理責任者に八木拓野氏、監査に砂川嵩光氏を充てる人事案
が上程された。
全塾協議会は、満場一致でこれを可決した。予算の欠如、器材管理の対策の不足、運
営事務局規則の欠如、運営事務局の実態の欠如、器材管理担当役員の兼任、優勝準
備委員会の運営体制、器材管理対策の不遵守等の理由により、事務局長 伊藤涼太は
本決議を保留した。
（９）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、事務員
給与（￥89,250-）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。
（10）共済部の代交代承認申請
共済部より、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。

（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11月28日に開催すること
を決定した。
事務局長 伊藤涼太が閉会を宣し、20:50に閉会した。

優勝準備委員会に関する報告書
平成 25 年 10 月 23 日
慶應義塾大学全塾協議会
所属団体各位
慶應義塾大学全塾協議会
事務局長 伊藤 涼太

拝啓
平素より、弊団体の活動にご協力とご理解を賜りまして、誠にありがとうご
ざいます。
さて、１０月期全塾協議会にて上程されました優勝準備委員会について、笠
原誠司殿を委員長に任命する案につきまして、承認を留保しておりましたが、
種々の問題点を指摘し、その改善を求めたところ、適切な対応がなかったため、
承認をしないことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、杜撰な役員体制、運営体制や財務体制、さらには、規則違反等の問題
があり、本年度の優勝パレード及び祝賀会を行うことは適切ではないと判断い
たしました。所属団体の各位の皆様につきましても、参加を検討されている場
合、このような状況の下で参加することの可否を再度慎重に検討頂き、万が一
参加する場合にも、全塾生の代表としての全塾協議会の一員として適切な振る
舞いを行うことを心がけて頂けるように伏してお願い申し上げます。皆様の団
体の活動に支障等が生じないことを、心よりお祈りしております。
敬具

