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平成27年1月9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12月17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
2014/12/17
議事概要記録
全協
平成26年12月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 412教室
場所

1/2頁
日時

平成26年12月17日 18:36～19:37

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、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 21名
議案提出者 10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：全塾ゼミナール委員 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19名
議案提出者：矢上祭実行委員会、四谷祭実行委員会、三田祭実行委員会、應援指導部、国際関係会、
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
その他報告
①選挙管理委員会報告
9,協議事項
①三田祭実行委員会の代交代承認申請
②共済部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應援指導部の代交代承認申請
⑥平成26年度園遊会の開催に関する審議
⑦全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
⑧全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請

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
体育会本部 主幹 飯塚大河

総務部長
財務部長
広報部長
企画部長

岡田渉
寺岡泰良
高井康佑
長谷川絢

選挙管理委員会 委員長 河野維一郎
三田祭実行委員会 財務局長 塩谷友佳子

共済部 代表 鈴木浩太
国際関係会 代表 中村亮太
應援指導部 会計 野口智貴
應援指導部 代表代行 山口浩平
事務局長 諸田直也
全国慶應学生会連盟常任委員会 委員長 河野道大
全国慶應学生会連盟常任委員会 委員長 河野道大
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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代交代承認申請
②共済部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應援指導部の代交代承認申請
⑥平成26年度園遊会の開催に関する審議
⑦全国慶應学生会連盟の代交代承認申請
⑧全国慶應学生会連盟の独自財源特別支出承認申請

総務部長 岡田渉
事務局次長 岡本泰治
番号
80号
可決
可決（修正） 81号
82号
可決
可決（修正） 83号
84号
可決
85号
可決
86号
可決
87号
可決

平成27年1月9日 議事録作成
議事録作成人 全塾協議会事務局 総務部 勝又颯太
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

以下、議事の詳細に続く。全2P
2014/12/17
全協

次第

議事詳細記録

1/2頁

内容（詳細）

1,開会宣言
2,事務局長挨拶

事務局長 諸田直也が開会を宣し、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

総務部長 岡田渉は、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。

7,議事録作成人の指名

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
前月定例会の当日配布資料や当月定例会の議事運営上のミスについて謝罪した上
で、業務内容およびチェック体制の強化を約束した。
②財務部報告
帳簿講習会の開催を告知した。財務管理の手引きを改定することから、各団体に対
して積極的な参加を呼びかけた。
③広報部報告
前月議会報の発行を報告した。当月分は冬期休暇前に発行する予定とのこと。ま
た、議会の様子をFacebookにアップするため、議会風景の写真撮影の承諾を依頼した。
④企画部報告
広報部と連携して全塾協議会のwebサイトのリニューアルを行うことを告知した。また、
団体との親睦を深めるために一部の所属団体との親睦会を実施していることを報告した。
（2）選挙管理委員会からの報告
事務局長・次長選挙について、当日開票を行った。結果として投票率は9.6％にとどま
り、再選挙を行う見通しであることが告知された。投票日程は規約上1ヶ月前に告示しなく
てはならないことから、試験日程等を考慮して改めて告知することを約束した。また、詳細
な投票結果については後日報告するとしたが、大半が信任票であったことが明かされた。

(1)三田祭実行委員会の代交代承認申請
三田祭実行委員会の代交代承認申請が上程され、新委員長に大川修平氏が就任した。
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)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。内容としては独自財源から下宿紹
介における交通費、宿泊代として257,240円（交通費115,840円＋昼食代141,400円）、事
務員の業務補助への報酬として44,000円である。担当者より業務補助報酬について金額
を44,400円とする修正がなされた。事務局長より下宿紹介における昼食代が前年比約2倍
に増額していることが指摘されたが、担当者より単純に部員数が増えていることと、以前は
支援企業からの配給があったが年々減っており、当年度は配給が無いためであるとの説
明がなされた。
続いて、前月全塾協議会時に当月議会における提出が約束されていた、共済部事務局
員報酬に関する覚書についての審議が行われた。全国慶應学生会連盟より、第一条に
ついて契約書は時系列的に存在しないはずであるとの指摘があり、事務局長は条文中の
「契約書の原本の写しを添付したして」という個所を「乙の契約内容に関して」に変更し
た。また全国慶應学生会連盟より以前の契約書原本の有無について質問があり、共済部
担当者が、前任者が作成はしていたようだが現在紛失され存在していないため、新たに
作成する必要があると答えた。事務局長は上部団体の代交代の関係から、共済部に対し
次月度議会における契約書の提出および議決を求めた。共済部はこれを承諾した。
全塾協議会は修正案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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(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。内容としては独自財源からホ
ストファミリー懇親会費用として11,000円、新規ホストファミリーの家庭訪問の際の交通費
補助として2,000円、ホストファミリー向け春期プログラム公式パンフレット印刷代として
15,000円、追い出しコンパ会場費として370,000円である。ホストファミリー懇親会費用は
500円×20名という内訳になっており、局長室より計算と合わないとの指摘があった。これ
に対し国際関係会の担当者は予備費として大目に計上しているためであると説明した。ま
た同じく局長室より追い出しコンパ会場費における増税の影響の有無について質問があ
り、国際関係会の担当者はもともと会場側の好意で安くしてもらっているため、影響はない
と思われる旨を説明した。続いて事務局長より、追い出しコンパ会場費の用途が会場費補
助となっていたことから、会場費全体としての金額が質問されたが、担当者の手元に正確
な金額を記載した資料がなく、詳しくはわからないとのことだった。
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。

9,協議事項

(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が上程された。内容としては独自財源から遅
刻者交通費として12,600円、収入印紙代として600円、秋季合宿お土産代として3,000円、
ラグビー慶早戦で使用したレンタカー代及び関係費として18,231円（レンタカー代11,664
円＋レンタカー超過代・燃料代3,767円＋駐車場代2,800円）東京六大学野球リーグ以外
の応援における給水用飲料大として2,000円（スポーツドリンク200円×10本）、體育會へ
贈呈する日本酒代として18,020円、チアリーディング部のコーチ代として10,424円である。
担当者よりその場で新年度オリエンテーション費として8,000が追加で申請された。事務局
次長より、體育會に贈呈する日本酒代が前月も申請されていると指摘があった。應援指導
部担当者はこれを歓迎会でさらに必要になることを見込んでの増額であると説明した。
全塾協議会は修正案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。
(5)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、新主将に堤史門氏、新会計に縄茂恩氏、
吹奏楽団会計に梶野慶太氏、チアリーディング部会計に伊藤有希氏がそれぞれ就任さ
れた。
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。
(6)平成26年度園遊会の開催に関する審議
事務局長より、例年園遊会開催の可否を全塾協議会より発表していることから、当年度に
ついてもこの場で採決する旨が説明された。事務局長より今年度園遊会の非開催決議が
動議され、直ちに成立した。
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。
(7)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、新委員長に須賀健太氏、新財務
担当に飯島えり子氏が就任した。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也はこれを承認した。
(8)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。内容としては独自
財源より菓子折り及び花束代として26,000円（菓子折り2,000円×10、花束2,000円×3）、
事後承認申請として、賞状の用紙代として356円、氷代として1,808円である。事務局長よ
り菓子折り代及び花束代における回数の根拠が問われ、全国慶應学生会連盟担当者は
昨年度を参考にしたものであると説明した。
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。

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27年1月19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、19:37に閉会した。

