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平成26年2月5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26年1月14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
2014/1/14
議事概要記録
全協
平成25年1月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 433教室
場所

1/2頁
日時

平成26年1月14日 18:30～20:00

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 16名
議案提出者 12名
事務局長 諸田直也
事務局次長 岡本泰治
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 河野道大
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 綿貫雄介
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15名
議案提出者：文化団体連盟、体育会本部、Student Counselors、福利厚生機関本部、應援指導
部、国際関係会、共済部、オリエンテーション実行委員会、秋祭実行委員会、全塾協議会事務局
担当・議案提出者
1,開会宣言
事務局次長 岡本泰治
事務局長 諸田直也
2,事務局長挨拶
3,定足数確認
総務部長 上原悠暉
4,配布資料の確認
5,前回議事録の確認
6,議事録作成人の指名
全塾協議会 議長 外山太士
7,報告事項
事務局報告
①総務部報告
総務部長 上原悠暉
②財務部報告
事務局長 諸田直也
③広報部報告
④企画部報告
自治会費制度調査会報告
事務局長 諸田直也
体育会本部報告
体育会本部 主幹 後藤陸
8,協議事項
①全塾協議会議長の選任
②2014年度三田会の幹事の選任に係る決議
福利厚生機関本部 本部員 八木拓野
③Student Counselorsの代交代承認申請
Student Counselors 総代表 大坪敬幸
④応援指導部の独自財源特別支出承認申請
應援指導部 会計 阿萬将也
⑤国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会 財務局長 原澤のぞみ
⑥共済部の独自財源特別支出承認申請
共済部 代表 木村卓之
⑦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
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⑧秋祭実行委員会の代交代申請承認申請
⑨平成25年度園遊会の開催に関する審議
⑩自治会費の増額に係る審議
⑪体育会本部の代交代承認申請
⑫福利厚生機関本部の代交代申請
⑬文化団体連盟本部の代交代承認申請
9,連絡事項

秋祭実行委員会 委員長 湯澤葵利久
全塾協議会 事務局長 諸田直也
全塾協議会 事務局次長 岡本泰治
体育会本部 主幹 後藤陸
福利厚生機関本部 代表 綿貫雄介
文化団体連盟本部 委員長 潮志瑞香

①休学費用減額署名活動について (任意団体による広報) 佐藤 遥香 (環境情報学部1年)

議決事項

事務局長 諸田直也
事務局次長 岡本泰治
番号
1号
可決
2号
可決
3号
可決
4号
可決
5号
可決
6号
可決
⑦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
7号
⑧秋祭実行委員会の代交代申請承認申請
8号
可決
⑨平成25年度園遊会の開催に関する審議
9号
可決
⑩自治会費の増額に係る審議
10号
可決
⑪体育会本部の代交代承認申請
11号
可決
⑫福利厚生機関本部の代交代申請
12号
可決
⑬文化団体連盟本部の代交代承認申請
13号
可決

②次回全塾協議会の日程
10,閉会宣言
内容
①全塾協議会議長の選任
②2014年度三田会の幹事の選任に係る決議
③Student Counselorsの代交代承認申請
④応援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑤国際関係会の独自財源特別支出承認申請
⑥共済部の独自財源特別支出承認申請

平成26年2月5日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 白岩 萌子

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

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

四谷自治会 会長 富岡 あず菜

芝学友会 会長
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印

綿貫 雄介

外山 太士

印

印

全国慶應学生会連盟常任委員会 常任委員長

福利厚生機関本部 代表

潮 志瑞香

印

印

河野 道大 印
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内容（詳細）
事務局次長 岡本泰治の開会宣言、事務局長 諸田直也の挨拶の後、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。

3,定足数確認
4,配布資料確認
5,前回議事録の確認
6,議事録作成人の指名

7、報告事項

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。
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
①総務部報告
事務局長、事務局次長の交代を報告した。
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。
（2）自治会費増額に係る署名の受理報告
自治会費制度調査会により自治会費増額に係る署名を受理したことを報告した。
事務局による精査の結果、約3500名分の署名が適正なものと判断された。
（3）体育会本部からの報告
本年度のリーダズキャンプにおいて公表された財務体制の見直しについて、マニュ
アルを作成やネットバンキング化などの改善を進めている旨の中間報告が為された。

(１)全塾協議会議長の選任
全塾協議会規約第17条に基づき議長の選任を行ったところ、満場一致を以って、芝
学友会 会長 外山 太士が議長に選任された。

8,協議事項

(２)2014年度三田会の幹事の選任に係る決議
2014年に結成される年度三田会について、先に行われた伊藤涼太氏を代表幹事と
し他の幹事については代表幹事に一任する旨の決議を破棄し、青柳勇希氏を代表
幹事とし他の幹事については代表幹事に一任する旨の決議を行う案が上程された。
決議内容の変更を行う事由や経緯について提案者より説明を受けたのち、全塾協議
会は満場一致でこれを可決した。
(３)Student Counselorsの代交代承認申請
Student Counselorより代交代承認申請が上程された。12月4日に代交代を行い、新
日吉代表を山本健太氏としたい旨が上程された。全塾協議会は満場一致でこれを可
決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(４)應援指導部の独自財源特別支出承認申請
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2月からの練習におけるテクニカルコーチ代（\45,000-）、3月に行う予定の春合
宿地下見のための交通費代（\10,000-）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 諸田直也は本決議を承認した。
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(５)国際関係会の独自財源特別支出承認申請
国際関係会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
容は平成25年2月購入分のホストファミリーへのお礼の花束代（\24,000-）、ホストファ
ミリーへのお礼のサンキューカード代（\500-）、ホストファミリーへ送るDVD代
（\2,600-）、部員が成田空港および羽田空港に交換生を送迎する際の交通費代
（\200,000-）、会議開催地神戸までの交通費補助費（\60,000-）、ホストファミリーへ
の花束代（\26,000-）、春期プログラムでお世話になる団体への菓子代（\6,000-）で
ある。成田援助については、大目に見積もっている。全塾協議会は満場一致でこれ
を可決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(６)共済部の独自財源特別支出承認申請
共済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
2月24日～3月26日（毎週水曜日を除く、29日間）の下宿紹介期間中の部員の飲食
費（\170,100-）、交通費（\148,580-）、コピーカード代（\150,000-）である。飲食費
は、弁当\700×241回分として計算。印刷代は、冊子を電子化することで\0にする。
また、前月に引き続き、事務員については今後も話し合いを進め、改善していく。全
塾協議会は満場一致でこれを可決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認
した。

8,協議事項

(７)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ステージ設営および音響サービス提供に伴う音響機材維持
使用補助費（\634,747-）である。トラック管理費は、3か月分を申請しているため、1円
単位となっている。全塾協議会は満場一致でこれを可決した。また、事務局長 諸田
直也は本決議を承認した。
(８)秋祭実行委員会の代交代申請承認申請
秋祭実行委員会より代交代承認申請が上程された。1月1日に代交代を行い、新委
員長は小森聖人氏、新財務は高木あずさ氏としたい旨が上程された。全塾協議会は
満場一致でこれを可決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
（９)平成25年度園遊会の開催に関する審議
全塾協議会事務局長 諸田直也より本年度の全塾協議会所属団体である園遊会実
行委員会主催による園遊会を開催しない旨の決議案が上程された。全塾協議会は
満場一致でこれを可決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(１０)自治会費の増額に係る審議
全塾協議会事務局次長 岡本泰治より自治会費増額を求める旨が上程された。自治
会費制度調査会をにより昨年10月から署名が集められ、現在3768名分集まっている
ことから、塾生からの一定の理解を得られたものとし、今回の議案提出に至ったもの
である。議案の詳細としては、増額後の金額を年額3000円とし、2015年度徴収分から
施行するというものである。金額について上部団体からは2～3倍程度が妥当との意
見が多数であった。全塾協議会は満場一致でこれを可決し、金額等の精査及び提
案を行うよう事務局に求めた。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(１１)体育会本部の代交代承認申請
体育会本部より代交代承認申請が上程された。1月に代交代を行い、新主幹は飯塚
大河氏、新副幹は布施微沙寿氏、山本統哉氏、新財務は櫻井眞氏としたい旨が上
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 諸田直也は本
決議を承認した。
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(１２)福利厚生機関本部の代交代申請
福利厚生機関本部より代交代承認申請が上程された。12月に代交代を行い、新代

福利厚生機関本部より代交代承認申請が 程された。 月に代交代を行 、新代
表は野口智貴氏としたい旨が上程された。全塾協議会は満場一致でこれを可決し
た。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
8,協議事項
(１３)文化団体連盟本部の代交代承認申請
文化団体連盟本部より代交代承認申請が上程された。新常任委員長は河野維一郎
氏、新財務は土谷綾香氏としたい旨が上程された。全塾協議会は満場一致でこれを
可決した。また、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。

9,連絡事項

(1) 次回全塾協議会の日程
事務局長 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2月19日に開催
することを決定した。

10,閉会宣言

事務局次長 岡本泰治が閉会を宣し、20：00に閉会した。

