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平成27年12月22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27年11月30日に開催された全塾協議会の議事録を公開する。
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全協
平成27年11月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 422教室
場所
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日時

平成27年11月30日18:35～20:55

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、四谷自治会、全塾ゼミ
ナール委員会
全塾協議会事務局 18名
議案提出者 25名
事務局長 諸田直也
事務局次長 高井康佑

文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 委員長 近藤雅之
体育会本部：体育会本部 主幹 鈴木雄太
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 須賀健太
四谷自治会：四谷自治会 会長 枝元美緒
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 縄茂恩
出席者詳細 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 名古田真央
事務局：局長室長 岡田渉、総務部長 上森孝史 他16名

次第

議案提出者：矢上祭実行委員会、国際関係会、選挙管理委員会、全国慶應学生会連盟、全塾ゼミナー
ル委員会、應援指導部、文学部社会学ゼミナール委員会、文学部人間科学ゼミナール委員会、経済学
部ゼミナール委員会、法律学部法律学科ゼミナール委員会、法律学部政治学科ゼミナール委員会、商
学部ゼミナール委員会、共済部
担当・議案提出者
1,開会宣言
事務局次長 高井康佑
2,事務局長挨拶
事務局長 諸田直也
3,定足数確認
総務部長 上森孝史
4,配布資料の確認
局長室長 岡田渉
5,前回議事録の確認
6,議長の指名
事務局長 諸田直也
7,議事録作成人の指名
全塾協議会 議長 新貝敢
8,報告事項
事務局報告
①総務部報告
総務部長 上森孝史
②財務部報告
財務部長 寺岡泰良
③広報部報告
広報部長 梅本英明
④企画部報告
企画部長 上原悠暉
9,協議事項
①矢上祭実行委員会の代交代承認申請
矢上祭実行委員会委員長 湯山要海
②国際関係会の代交代承認申請
国際関係会代表 中村亮太
③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 大森瑞穂
④選挙管理委員会の選挙管理委員任命に係る審議
選挙管理委員会委員長 須賀健太
全国慶應学生会連盟常任委員会常任委員
⑤全国慶應学生会連盟の特別支出承認申請
長 須賀健太
⑥全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
全塾ゼミナール委員会委員長 名古田真央
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⑦全塾ゼミナール委員会の団体規約改正に係る審議
⑧應援指導部の独自財源特別支出承認申請
⑨文学部社会学ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申
請
⑩文学部人間科学ゼミナール委員会の全塾協議会加盟
申請

議決事項

全塾ゼミナール委員会委員長 名古田真央
應援指導部会計 縄茂恩

文学部社会学ゼミナール委員会委員長 松
舘幹基
文学部人間科学ゼミナール委員会委員長
山内愛葉
経済学部ゼミナール委員会委員長 佐井大
⑪経済学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
紀
⑫法学部法律学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟 法学部法律学科ゼミナール委員会委員長
申請
縣賢太郎
⑬法学部政治学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟 法学部政治学科ゼミナール委員会委員長
申請
松村泰至
⑭商学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
商学部ゼミナール委員会委員長 西正伸
⑮共済部の独自財源特別支出承認申請
共済部財務 青木蒼
⑯共済部の代交代承認申請
共済部代表 鈴木浩太
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程
総務部長 上森孝史
11,閉会宣言
事務局次長 高井康佑
内容
番号
矢上祭実行委員会の代交代承認申請
62号
可決
国際関係会の代交代承認申請
63号
可決
国際関係会の独自財源特別支出承認申請
可決（修正） 64号
選挙管理委員会の選挙管理委員任命に係る審議
65号
可決
全国慶應学生会連盟の特別支出承認申請
66号
可決
全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
67号
可決
全塾ゼミナール委員会の団体規約改正に係る審議
68号
可決
應援指導部の独自財源特別支出承認申請
可決（修正） 69号
文学部社会学専攻ゼミナール委員会の全塾協議会加盟
70号
可決
申請
文学部人間科学専攻ゼミナール委員会の全塾協議会加
71号
可決
盟申請
経済学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
72号
可決
法学部法律学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申
73号
可決
請
法学部政治学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申
74号
可決
請
75号
商学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
可決
共済部の独自財源特別支出承認申請
76号
可決
共済部の代交代承認申請
77号
可決
平成27年12月22日 議事録作成
議事録作成人

全塾協議会事務局 総務部 上森孝史

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 議長

諸田 直也

新貝 敢

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

8、報告事項
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内容（詳細）
事務局次長が開会を宣し、事務局長 諸田直也の挨拶の後、総務部長 上森孝史より定
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。
局長室長 岡田渉が、既に配布された資料の確認を行なった。
全塾協議会は、議長として芝学友会会長 新貝敢を指名した。
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
通常通りに業務を遂行している旨を報告した。『全塾協議会の手引き』の改定作業中
であり、来年度より利用できるよう進めている旨を報告した。
②財務部報告
予算執行計画書が未提出の団体に早めの提出を促した。また、帳簿講習会を12月、
2月、3月に分けて開催する旨を報告した。
③広報部報告
パンフレットの作成に関して、所属団体のページ編集が遅れていることを報告した。ま
た、Webサイトのリニューアルをしている旨を報告した。
④企画部報告
報告事項は特にありません。

(1)矢上祭実行委員会の代交代承認申請
矢上祭実行委員会より、代交代承認申請が上程された。内容は、委員長岡崎純玲氏、財
務三澤太郎氏の退任に伴う、委員長湯山要海氏、財務中島捷氏の任用である。
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。
(2)国際関係会の代交代承認申請
国際関係会より、代交代承認申請が上程された。内容は、代表中村亮太氏、財務大山美
香氏ら役員12名の退任に伴う、委員長徳島悠輔氏、財務大森瑞穂氏ら役員12名の任用で
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。

9、協議事項

(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。内容は、独自財源より、①
引受決定ホストファミリーへの書類郵送代3,000円、②引受決定ホストファミリーへの書類印
刷代2,500円、③海外派遣プログラムのポスター制作代1,500円、④海外派遣プログラムの
ポスター用写真印刷代900円、⑤FUN project講演会謝礼40,000円、⑥グローバルフェスタ
開催資料印刷代30,000円である。その内訳は、④が30円×30枚、⑤が一人10,000円×4
人である。
事務局長より、FUN projectの講演会に関して質問された。担当者より、この講演会はグ
ローバルフェスタ内で行い、また謝礼額は変動する可能性があると説明された。事務局長
より、グローバルフェスタとその開催資料に関して質問された。担当者より、国際関係会が
主催で他団体に出店してもらっている企画であり、それを取りまとめたパンフレットのような
ものを資料として来場者に配布すると説明した。事務局長より、講演会とグローバルフェス
タの関係について質問された。担当者より、グローバルフェスタには、国際関係会の各プロ
ジェクトにも出店してもらう形になっていて、その中でFUN projectが講演会をするということ
になったと説明をされた。事務局長より、講演会での贈答品や飲食代がある可能性が指摘
された。担当者より、追加で⑦講演会講師への飲食費5,000円（一人1,000円×4人＋予備
費）、⑧講演会講師への花代10,000円を申請を行いたいと請求された。
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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(4)選挙管理委員会の選挙管理委員任命に係る審議
選挙管理委員会より、選挙管理委員任命に係る審議が上程された。内容は、副委員長
近藤雅之氏、他14名の選挙管理委員の任命である。
事務局長より、副委員長、監査役、支部長以外は全国慶應学生会連盟より選出したのか
と質問され、担当者はその通りだと答えた。
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

(5)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。内容は、独自財
源より、①三田祭における諸経費7,435円、②切手代1,504円、③常任委員への花束代
18,000円である。内訳は、③花束代は一人2000円×9名分である。担当者より、①につい
ては、第57回三田祭の渉外活動に使用し、以前申請した以上に支出が嵩んだため追加で
申請し、②については担当者のミスで渉外校への郵送を窓口からではなく切手で行ってし
まったため、事後することになったと説明された。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本議決を承認した。
(6)全塾ゼミナール委員会の代交代承認申請
全塾ゼミナール委員会より、代交代承認申請が上程された。内容は、財務横田真亜沙氏
の退任に伴う、財務東薫平氏の任用である。
事務局長より、規約上10人体制の運営が必要であると指摘された。担当者より、委員長
会議で今回に関しては9人体制での運営が承認されたため、新しく任命することはないと答
えた。
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)全塾ゼミナール委員会の団体規約改正に係る審議
全塾ゼミナール委員会より、全塾ゼミナール委員会の団体規約改正に係る審議が上程さ
れた。担当者より、主な改定点が提示された。内容は、第25条の各学部ゼミナール委員会
の常任委員の人数を18人に変更した点と、第115条の引用条文が第120条と第121条と
なっているが、第113条と第114条に変更した点であると説明された。
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。
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(8)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並びに交付金財源特別支出承認申請が
上程された。
チア会計の独自財源より、①はがき代4,160円(80円×52枚)、②チア納会費213,500円
(3,500円×61名(部員50名、コーチ11名))、③還元金2,000,000円(部員50名分)、④怪我人
のためのタクシー代5,910円(2,030円×2、1,850円×1)、⑤OG会飲食費6,850円、⑥コー
チ代300,000円(15,000円×20回)、⑦コーチへの見舞用花束代3,000円である。担当者よ
り、④は緊急で必要となり、⑤は事前に額が定まらず、⑥はコーチ1名の契約変更から追加
が出たため、事後申請となったと説明された。
事務局長より、還元金についての説明を求められ、担当者より一年間の渉外活動などの
収入のうち規定に準じて割合として3割を部員に支払っていると説明された。
続いて、定演会計の独自財源より、①定期演奏会菓子折り代5,000円(2,500円×2）、②
エキストラ用お弁当・お茶代53,000円(500円(お弁当)×80＋100円(お茶)×130)、③定期
演奏会当日用花束代12,000円(4,000円×3)、④司会者出演料5,000円、⑤フロントパー
カッション出演料15,000円(3,000円×5)である。担当者より、追加で⑥定期演奏会費用
3,000円の申請を要請された。
続いて、リーダー会計の独自財源より、①東京六大学野球リーグ応援に使用する給水用
飲料代12,458円、②給水用スポーツドリンク粉末代52,527円、③部員Tシャツ代66,000円
(11人×2着)、④他大学への夏合宿差し入れ代8,379円、⑤北上湘南高等学校へ贈呈する
お土産代2,808円、⑥幹部Tシャツ代24,100円(7着)である。担当者より、追加で⑦還元金
500,000円、⑧リーダー部納会費110,000円の申請を受けた。
さらに、本部会計の独自財源より、①新年納会費250,000円(101名)、②母の日カーネー
ション代101,200円(2,300円×44束)である。
最後に、全塾会計の交付金財源より、①花の慶早戦で使用する給水用飲料代12,458
円、②春の慶早戦設営時の部員支給弁当代71,500円(110個)、③熱中症患者輸送時のタ
クシー代12,530円(2回)、④花の慶早戦設営および撤収時のレンタカー代26,844円(1台×
2回)、⑤神宮球場事務局への菓子折り代1,830円、⑥塾体育会自動車部への謝礼金
90,000円、⑦布団代25,704円(17組)、⑧秋の慶早戦で使用する給水用飲料代7,735円で
ある。担当者より、⑨塾体育会自動車部への謝礼金90,000円が秋にも発生するため、申請
され、①の金額が、12,458円から23,498円に修正された。
全塾協議会は修正案を満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本議決を承認した。
(9)文学部社会学ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
(10)文学部人間科学ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
(11)経済学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
(12)法学部法律学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
(13)法学部政治学科ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
(14)商学部ゼミナール委員会の全塾協議会加盟申請
文学部社会学ゼミナール委員会、文学部人間科学ゼミナール委員会、経済学部ゼミ
ナール委員会、法学部法律学科ゼミナール委員会、法学部政治学科ゼミナール委員会、
商学部ゼミナール委員会より、全塾協議会加盟申請が上程された。
担当者より、目的はゼミナール委員会活動がゼミ生からの経費徴収により成立している以
上、全塾協議会がゼミナール委員会の会計を監査する必要性が認められるためであると
説明した。正式加盟は代交代後の2016年4月1日からとするが、2015年度の会計から監査
ができるように会計処理に関しては現在全塾協議会の財務管理に従っている一方で、特
別支出申請の必要なものに関しては2015年度11月までに関しては申請自体不可能だった
ため、また12月以降も事情があって来られない場合も、不問とし、さらに、2016年度の新役
員選出には全塾ゼミナール委員会が必要な処置を施す。以上の条件を加盟に関する覚
書としたと説明された。
全塾協議会は本案すべてを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本議決を承認し
た。
(15)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。内容は、平成27年度12月分の
事務員報酬48,950円である。
事務局長より、事務員のいなかった10月、11月の業務に関して質問された。担当者より、
部員だけで業務を回すことが大変困難で、稼働率はかなり悪く、業者より応募が来ないとク
レームが来たと答えた。
全塾協議会は本案を満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本議決を承認した。
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(16)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。内容は、代表鈴木浩太、財務青木蒼の退任
に伴う、代表田崎裕也、財務中野佑哉の任命である。
全塾協議会はこれを満場一致で可決し、事務局長 諸田直也は本議決を承認した。

(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12月23日に開催することを
決定した。
事務局次長 高井康佑が閉会を宣し、20：55に閉会した。

