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平成26年10月18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9月25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
2014/9/25
議事概要記録
全協
平成26年9月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 第一校舎 104教室
場所
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日時

平成26年9月25日 18:30～21:30

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、四谷自治会、福利厚生機関、芝学友会、全塾ゼミ
ナール委員会
全塾協議会事務局 12名
議案提出者 8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 河野維一郎
体育会本部：体育会本部 主幹 飯塚大河
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
四谷自治会：四谷自治会 会長代理 枝元美緒
出席者詳細
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 野口智貴
芝学友会：芝学友会 会長 新貝敢
全塾ゼミナール委員会：委員長 松島魁
事務局：総務部長 岡田渉、財務部長 寺岡泰良 他10名
議案提出者：三田祭実行委員会、矢上祭実行委員会、国際関係会、應援指導部、共済部、選挙管理委
員会
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国際関係会の独自財源特別支出承認申請
④應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑤四谷祭実行委員会の交付金特別支出承認申請
⑥共済部の独自財源特別支出承認申請
⑦平成27年度全塾協議会予算案審議
⑧選挙管理委員会の代交代承認申請

担当・議案提出者
事務局次長 岡本泰治
事務局長 諸田直也
総務部長 岡田渉
事務局長 諸田直也
全塾協議会 議長 飯塚大河

総務部長
財務部長
広報部長
事務局長

岡田渉
寺岡泰良
上原悠暉
諸田直也

三田祭実行委員会 財務部長 丸山留奈
矢上祭実行委員会 財務 竹本一貴
国際関係会 財務 原澤のぞみ
應援指導部 会計 野口智貴
四谷祭実行委員会 財務局長 中村健吾
共済部 財務 青木蒼
事務局長 諸田直也
選挙管理委員会 委員長 河野維一郎
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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
①三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
②矢上祭実行委員会の独自財源特別支出申請
③国際関係会の独自財源特別支出承認申請
④応援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑤四谷祭実行委員会の交付金特別支出承認申請
⑥共済部の独自財源特別支出承認申請
⑦平成27年度全塾協議会予算案
⑧選挙管理委員会の代交代承認申請

総務部長 岡田渉
事務局次長 岡本泰治
番号
53号
可決
54号
可決
55号
可決
56号
可決
57号
可決
58号
可決
可決(修正) 59号
60号
可決

平成26年10月18日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 阿部 里紗子
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
全塾協議会事務局次長
全塾協議会 議長

諸田 直也
岡本 泰治

飯塚 大河

印

印
印

印
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1,開会宣言
2,事務局長挨拶

事務局次長 岡本泰治が開会を宣し、事務局長 諸田直也の挨拶の後、総務部長 岡田
渉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

総務部長 岡田渉が、既に配布された資料の確認を行なった。

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

事務局長 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、体育会本部主幹 飯塚大河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
特別支出許可番号の通知を翌月から再開することを告知した。
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
四谷祭・共薬祭の相互協力を促すプロジェクトを企画し、四谷祭実行委員会と芝学
友会の両団体との調整役を担う業務を進めていることを報告した。

(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の特別支出承認申請が上程された。その内容は、独自
財源から三田祭期間前および三田祭期間中の各種必要備品の移動(主に日吉・三田
間)、福引企画に必要な賞品の受け取り、三田祭期間中に使用する備品・容器等の借り入
れ・返却の際に使用するレンタカー代およびガソリン代(\450,000-)である。
レンタカーを借りる期間についての質問があったが、長期間のレンタルを行っていた前年
度までの状況を見直し、必要な日数に絞ってレンタルするように改善しているとの回答が
あった。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
9,協議事項

(2)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。その内容は独自財源
から、花火用業者へのお礼用の酒、飲料代(\12,000-)、資料印刷用プリントカード代
(\13,000-)、ヘルプ用飲料代(\5,812-)、他大学の清陵祭における企画費(\850-)、はま
ふぇす合同リーフレット代(\1,257-)である。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(3)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。その内容は独自財源から、ホ
ストファミリー引き受け可否手紙用切手・はがき代(\17,000-)、10月に任期終了となる団体
役員への花束2000円×12名分の購入代(\24,000-)、10月に任期終了となる団体役員へ
の色紙300円×12名分の購入代(\3,600-)である。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
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(4)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、独自財源特別支出事後申請と独自財源特
別支出増額分事後申請が上程された。独自財源特別支出承認申請の内容は独自財源
のリーダー部会計から、東京六大学野球リーグ応援におけるスポーツドリンク粉末7,000円
+水5,000円の給水用飲料代(\12,000-)、リーダー部会計から東京大学六大学リーグ以外
の応援におけるスポーツドリンク200円×10本の給水用飲料代合計(\2,000-)、リーダー部
会計から稲穂祭におけるスポーツドリンク200円×5本の給水用飲料代(\1,000-)である。
独自財源特別支出事後申請の内容は独自財源の本部会計から、夏合宿レクリーエーショ
ンで使用するお菓子、飲料代(\17,675-)、独自財源のリーダー部会計から部員用医薬品
代(\5,814-)、リーダー会計から夏合宿における病気、怪我をした部員の治療費4,210円
＋5,470円＋830円＋5,460円＋6,530円(\22,500-)である。独自財源特別支出増額分事
後申請の内容は、独自財源のリーダー部会計から、一年リーダーへ贈答する部員Tシャ
ツ2,900円×12枚の作成費(\34,800-)、独自財源の本部会計から、夏合宿における器材
車の駐車場代900円+ガソリン代33,002円+高速道路料金22,000円といった運用費
(\34,800-)、独自財源の本部会計から、貸し切りバス運転手への寸心代5,000円×
2(\10,000-)である。
全塾協議会は満場一致でこれを可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(5)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。その内容は独自財源
から、後方活動に使用するプリントカード1000円×3枚の購入費(\3,000-)である。
全塾協議会は満場一致でこれを可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。

9,協議事項

(6)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。その内容は独自財源から時給869
円×1日10時から16時まで(うち1時間休み)×22日の事務員給与(\95,590-)である。全塾
協議会は、次の契約更改までに事務員の雇用保険に関する資料を作成することを共済
部に求めたうえで、これを可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
(7)全塾協議会の平成27年度予算案審議
共済部の申請額は平成26年度の交付額(\300,000-)と同様(\300,000-)であり、使途計画
としては、コピー用の紙、インクなどの印刷費、電話代や電話回線工事代の通信費、紹介
状や案内状に使用する封筒、切手といった消耗品代である。話し合いの末、共済部は独
自財源に余裕があるため、印刷代は独自財源から負担し、現在独自財源からでている日
吉部室の電話代を、現在自治会費交付金からでている三田部室の電話代と合わせて交
付金から負担にすることにし、自治会費交付金は100,000円とした。
塾生運営委員会の申請額は平成26年度の申請額(\93,650-)とほぼ同様であり、交付額
(\70,000-)より23,610円高い93,610円である。話し合いの末、交付金の使途は印刷費、通
信費、消耗品代である。輪転機を購入しなかったことから、前年度繰越金が2,162,597円と
余裕があり、交付金から負担しているものの一部を独自財源に移行する案がなされた。全
塾協議会は交付金を70,000円に修正するとしたが、さらなる長考が必要であるとして留保
した。
四谷祭実行委員会の申請額は交付金の前年度繰越金(\5,994-)と非常に少ないため、問
題なく運営ができるように平成26年度申請額(\1,160,000-)より290,000円多い1,450,000
円であり、使途は主に、ステージ機材費、印刷費、HPドメイン取得やHPサーバーレンタル
にかかるHP費用、通信費、保険代、機材購入費である。話し合いの末、イベントの優先順
位が低いと考えられる芸能人の出演を削減する方向で検討し、まずは協賛金を増やす努
力をすべきだとし、自治会費交付金を1,000,000円に修正した。
全塾協議会はこれらを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也はこれを承認した。
(8)選挙管理委員会の代交代承認申請
選挙管理委員会の代交代承認申請が上程され、新委員長は河野維一郎となった。全塾
協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本決議を承認した。
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10,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10月23日に開催すること
を決定した。

11,閉会宣言

事務局次長 岡本泰治が閉会を宣し、21:30に閉会した。

