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平成25年12月26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
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議事概要記録
全協
平成25年度12月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 447教室
場所
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日時

平成25年12月26日 18:30～19:30

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 17名
議案提出者 5名

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 富岡あず菜
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16名
議案提出者：四谷自治会、国際関係会、應援指導部、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
選挙管理委員会報告
9,協議事項
①卒業アルバム委員会の独自財源支出承認申請
②矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
③国際関係会の特別支出承認申請
④共済部の独自財源特別支出承認申請
⑤應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑥應援指導部の代交代承認申請
⑦三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

事務局次長 諸田直也
総務部長 上原悠暉
事務局次長 諸田直也
全塾協議会 議長 砂川嵩光

総務部長 上原悠暉
財務部 部長補佐 渡邉敬之
広報部 部長代理 藤井拓弥
事務局次長 諸田直也
選挙管理委員会 委員長 砂川嵩光
卒業アルバム委員会 財務局長 中島裕
機
矢上祭実行委員会 財務 山崎潤也
国際関係会 財務局長 原澤のぞみ
共済部 代表代理 藤井拓弥
應援指導部 会計 青柳勇希
應援指導部 主将 青柳勇希
三田祭実行委員会 財務局長 丸山留奈
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⑧三田祭実行委員会の代交代承認申請
⑨全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請
⑩全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
11,閉会宣言
内容
①卒業アルバム委員会の独自財源支出承認申請
②矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
③国際関係会の特別支出承認申請
④共済部の独自財源特別支出承認申請
⑤應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑥應援指導部の代交代承認申請
⑦三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑧三田祭実行委員会の代交代承認申請
⑨全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請
⑩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 財務局長 丸山留奈
全国慶應学生会連盟 委員長 砂川嵩光
全国慶應学生会連盟 委員長 砂川嵩光
事務局次長 諸田直也
事務局次長 諸田直也
番号
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
71号
可決
72号
可決

平成26年1月12日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 大西 敬也

印

この議事録が正確であることを証する。
全塾協議会事務局次長

諸田 直也

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 富岡 あず菜
福利厚生機関本部 代表代理
芝学友会 会長

以下、議事の詳細に続く。全2P

外山 太士

印

印
八木 拓野
印

印

砂川 嵩光 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。また、追加資料と
して三田祭実行委員会から提出された資料2点を新たに配布した。
事務局次長 諸田直也は、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
報告事項なし。
②財務部報告
１.予算執行計画説明書が未提出の団体に対して、早急な提出を求めた。
2.12月締めの団体向けに帳簿講習会を12月25日に開催したことを報告した。
3.交付金増額のための資料集めへの協力を要請した。
③広報部報告
報告事項なし。
④企画部報告
報告事項なし。
（2）選挙管理委員会からの業務報告
冒頭、在籍学生総数が28，729人のため、必要な得票数が2873票であることを説明
した。開票結果は、信任票が3020票、不信任票が131票、無効票36票で、投票総数
3187票となった。これにより、諸田・岡本ペアの全塾協議会事務局長・次長への当選
が確定した。
（１）卒業アルバム委員会の独自財源特別支出承認申請
卒業アルバム委員会より独自財源特別支出承認申請が上程された。独自財源特
別支出の内容は卒業アルバム掲載用の写真撮影のために購入する食品代（\50，
000-）である。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
（２）矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請

9,協議事項

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。独自財源特別
支出の内容は矢上祭本祭にて配布予定のパンフレットに誤植が見つかり、訂正紙を
印刷する際に使用したコピーカード代（\9，000-）である。誤植の内容はパンフレット
に掲載する企業の電話番号であった。本事項はその性質上、事後申請である。全塾
協議会は、満場一致でこれを可決した。
（３）国際関係会の特別支出承認申請
国際関係会より、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春
期プログラムに協力するホストファミリーとの懇親会費用（\10，000-）、春期プログラム
公式パンフレットの印刷代（\15，000-）、追い出しコンパの会場費（\370，000-）であ
る。自治会費特別支出の内容は交換生用の携帯電話のプリペイドカード代（\390，
000-）、交換生の飲食代（\78，000-）である。追い出しコンパの会場代について、「高
すぎるのでは」と指摘があったが、「常連割引でこの値段であり、大人数を収容できる
会場を他に捜すとこの金額よりも高くなってしまう」との回答があった。また、この会場
費には食糧費も入っているか、との質問には「貸切代としてこの金額であり、それ以上
のことは不明」との回答があった。全塾協議会は、満場一致でこれを可決した。
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（４）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
員給与代1月分(￥78,210-)である。事務局から1月期定例会にて、下宿紹介をデー
タベース化するという共済部改革案の進捗状況について報告を求めた。全塾協議会
は、満場一致でこれを可決した。
（５）應援指導部の独自財源特別支出申請
應援指導部から独自財源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12月1日の定期演奏会の際お世話になったOBOGの方へのお礼状、その葉
書代（\7，500-）、12月8日に受け取った出演料への収入印紙代（\200-）、12月9日
に行われたリーダー部の納会の費用（\92，620-）である。収入印紙を毎回購入する
のは手間がかかるのではないか、との指摘に「毎年収入印紙を使用する機会があると
は限らず、収入印紙を紛失する恐れもあるため、毎度購入することにしている」との回
答があった。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
（６）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。12月15日に代交代を行い、新主将
は阿萬将也氏となった。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
9,協議事項

（７）三田祭実行委員会の特別支出承認申請
三田祭実行委員会から特別支出承認申請が上程された。独自財源特別支出の内
容は三田祭における広報宣伝、掲示物印刷のためのコピーカード代（\50，000-）で
ある。なおこれは事後申請である。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
（８）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。新委員長は伊藤隆広氏と
なった。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
（９）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。独自財源特
別支出の内容は平成26年1月～12月間での他大学交流における渉外校への土産代
（\50，000-）である。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。
（10）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。新委員長は河野道大氏と
なった。また、今年度まで内務担当は2名であったが、作業の効率化を図るために来
年度からは1名となることが報告された。それに伴い常任委員の総数は10名から9名
へ減少した。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。

（１）次回全塾協議会の日程
10,連絡事項

11,閉会宣言

事務局次長 諸田直也は、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26年1月14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、19：30に閉会した。

