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全塾協議会事務局
全塾協議会規約第27条第1項に基づき、平成28年9月27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
2016/9/27
議事概要記録
全協
平成28年9月期全塾協議会
名称
三田キャンパス 南校舎 421教室
場所

1/2頁
日時

平成28年9月27日 18:37～20:55

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、全塾ゼミナール委員会、四谷自治会、芝学友会、
福利厚生機関
全塾協議会事務局 9名
議案提出者 7名

事務局長 髙井康佑
事務局次長 大西敬也
文化団体連盟：文化団体連盟三田本部常任委員会 常任委員長 宮本
体育会本部：体育会本部 財務 徳安洸支
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 大庭集平
全塾ゼミナール委員会：全塾ゼミナール委員 委員長 八木洋樹
四谷自治会：四谷自治会 会長 友岡領
出席者詳細 芝学友会：芝学友会 会長 中込愛
福利厚生機関：福利厚生機関本部 代表 廣谷正
事務局：局長室長 北尾成美、広報部長 丹羽直也 他7名
議案提出者: 應援指導部、国際関係会、三田祭実行委員会、四谷祭実行委員会、矢上祭実行委員会、
秋祭実行委員会

次第

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
(1)事務局報告
①事務局長報告
②総務部報告
③財務部報告
④広報部報告
⑤企画部報告
(2)その他

担当・議案提出者
事務局次長 大西敬也
事務局長 髙井康佑
局長室長 北尾成美
全塾協議会 議長 大庭集平

事務局長 髙井康佑
総務部顧問 上原悠暉
局長室長 北尾成美
広報部長 丹羽直也
企画部長 白岩萌子
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9、協議事項
①應援指導部の独自財源特別支出承認申請
②国際関係会の独自財源特別支出承認申請
③三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
④四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑥秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑦体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請
⑧平成28年度全塾協議会予算案
⑨2017年三田会結成に際する幹事選任に係る決議
⑩その他
10,連絡事項
①次回全塾協議会の日程 10月25日
11,閉会宣言
内容
①應援指導部の特別支出承認申請
②国際関係会の独自財源特別支出承認申請
③三田祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
④四谷祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑤矢上祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑥秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
⑦体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請
⑧平成28年度全塾協議会予算案
⑨2017年三田会結成に際する幹事選任に係る決議

平成28年月日 議事録作成
議事録作成人

應援指導部 会計 井上覚太

国際関係会 代表 徳嶋悠輔
三田祭実行委員会 財務局長 余村由茉
四谷祭実行委員会 委員長 中村将大
矢上祭実行委員会 財務 中島捷
秋祭実行委員会 財務部長 幅野莞佑
体育会本部 財務 徳安洸支
事務局長 髙井康佑
事務局長 髙井康佑

全塾協議会事務局

局長室長 北尾成美
事務局次長 大西敬也
番号
可決（修正）
60号
可決（修正）
61号
可決
62号
可決
63号
可決
64号
可決
65号
可決
66号
可決
67号
可決
68号

清水 健斗

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

髙井 康佑
大西 敬也

大庭 集平

印

印
印

印
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1,開会宣言
2,事務局長挨拶
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内容（詳細）
事務局次長 大西敬也が開会を宣し、事務局長 髙井康佑の挨拶の後、局長室長 北尾
成美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 北尾成美が、既に配布された資料の確認を行なった。
局長室長 北尾成美は、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委員長 大庭集平が議長に選任
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
①事務局長報告
上部団体へ事務局人事変更の確認を要請。全塾協議会の過去について調査する意向
を表明。
②総務部報告
全塾協議会手引きの改定の進捗を報告した。
③財務部報告
12月から交付金の振込みを開始すること、それ以前の振込みにも対応する旨を報告し
た。
④広報部報告
Facebookでリーダーズキャンプの開催報告を行ったこと、ウェブサイト引き継ぎのための
人材育成をしている旨を報告。
⑤企画部報告
前期はいくつかの団体にヒアリングを実施し、後期も継続していく予定であること、また、
新規事業助成金のマニュアル作成に取り掛かることを報告した。

(1)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。その内容は独自財源より、
①新入生配布用学生服ボタン代3,555円、②東京六大学野球春季リーグ戦氷代11,886
円、③部員宅贈呈用生花代99,360円、④體育會各部贈呈用日本酒代18,020円、⑤リー
ダー部夏合宿下見の際の高速代11,800円、⑥春季慶早戦設営日弁当代52,700円、⑦春
季山食納会キャンセル料20,0000円、⑧平成27年度春季リーグ戦撮影費（昨年度未払い
分）261,124円、⑨東京六大学野球春季リーグ戦4月分撮影費175,000円、⑩三部門夏合
宿下見高速代6,160円である。また、交付金財源より、⑪早慶アメリカンフットボール定期戦
音響費45,000円、⑫東京六大学野球慶早戦における体調不良者送迎用タクシー代
23,500円、⑬春季慶早戦器材運搬費90,000円の特別支出承認申請が上程された。過去
の議会で既に申請のなされていた支出があったため、それらは取り下げての申請となっ
た。事務局長より、飲食費等の特別支出は本来ならば事前に申請するものであり、また交
付金から支出するものではないという注意勧告がなされた。
また、同部吹奏楽団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
源より、①飲食費として、応援活動にて使用する予備水分代（9～11月）6,000円、②交通費
として、応援活動に伴う器材車首都高速道路通行料1,380円、③応援活動に伴う器材車首
都高速道路通行料420円である。
全塾協議会は修正案を承認したうえで、これらを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑
は本決議を承認した。
(2)国際関係会の独自財源特別承認申請
国際関係会より独自財源特別承認申請が上程された。その内容は①印刷費6,000円、②
海外派遣プログラムのポスター印刷費・紙代15,000円、③海外派遣プログラムのポスター
用の写真印刷代1,500円、④花束代26,000円、⑤色紙代3,600円である。事務局次長の指
摘により、⑤色紙代(300円×13人）が3,900円に修正された。
全塾協議会は修正案を全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
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(3)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特別支出承認申請が上程された。その内容は①レンタ
カー使用等の運搬費350,000円、②三田祭前夜祭におけるケータリング費用220,000円で
ある。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
(4)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①ステー
ジ企画賞品代49,600円、②印刷費120,000円、③企画への協力に伴う頂贈呈品費142,000
円である。代表者より頂贈呈品費の内訳に関する説明がなされ、企画協力費25,000円、講
演会費50,000円、交通費等65,000円、原稿デザイン委託費2,000円とのことであった。事務
局長より、財源に余裕があるのであれば備品をそろえた方がよいという指摘がなされた。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長 髙井康佑は本決議を承認した。

9,協議事項

(5)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①花火業
者および研究室への御礼としての酒代18,000円、②他大学ヘルプ及び各業者への弁当・
飲料代130,000円、③他大学への差し入れ代15,000円、④企業訪問の際の交通費10,000
円である。議長から他大学からのヘルプの人数、業者の人数についての質問がなされ、代
表者はそれぞれ100人、10人程度と回答した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長 髙井康佑は本決議を承認した。
(6)秋祭実行委員会の独自財源特別支出承認申請
秋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①委員食事
代300,000円、②秋祭当日アーティスト用食事代25,000円、③布団レンタル代23,000円で
ある。議員より、布団は10セットで足りるのかという質問がなされた。それに対し代表者は、
布団は交代制で使用するため問題ないとし、金額に関して、昨年度かかった費用が21,000
円のため多めに見積もって23,000円としたという説明をした。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
(7)体育会本部の自治会費交付金特別支出承認申請
体育会本部より自治会費交付金特別支出承認申請が上程された。その内容は資料送付
に伴う切手代4,100円である。事務局次長より、切手代の場合申請が必要だが、郵便代とし
てなら申請は不要であるとの説明がなされた。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
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(8)平成28年度全塾協議会予算案
事務局長より、平成28年度全塾協議会予算審議が上程された。事務局長より、今年度決
定額の金額は仮決めのものであることを踏まえた上で、先に各団体の予算審議をする旨が
伝達された。

9,協議事項

①三田祭実行委員会に関して、事務局次長が本祭の会計誤差について追及したとこ
ろ、財務担当者から、三田祭では本祭の期間中複数箇所で会計したものを集計するため、
その過程で誤差が生じたと思われるとの説明がなされた。
②共済部は予算案を再提出し、内容に問題がないことを確認された。
③秋祭実行委員会は監査を行ったが、繰越金の計算が合わないため、引き続き決算報
告書を作成するよう通達がなされた。またその際同委員会に対し、協賛金は独自財源から
支出するように注意がなされた。秋祭実行委員会の交付金交付額は、決算報告書を再提
出次第再協議をすることで合意がなされた。
④應援指導部の吹奏楽団講師への未払い金について追及したところ、代表者から、払っ
たとの報告はあるが、報告書類が提出されていないとの説明がなされた。また、同部財務
担当者から予算案において謝礼金・飲食費が交付金会計から支出されていた箇所を修正
した旨が報告された。
事務局長より全塾協議会に対し、塾生会館運営委員会・應援指導部・秋祭実行委員会
は10月に補正予算として自治会費交付金額を検討することを通達したうえで、予算の決定
額に意見の有無を確認したところ、四谷自治会より750,000円では厳しいとの意見があがっ
たため、全塾協議会事務局の予算から30,000円を減額し、その分を上乗せすることで合意
がなされた。
以上の審議を踏まえ、全塾協議会は平成28年度自治会費予算報告書支出部門のうち交
付金会計の内訳を協議した。その結果、全塾協議会 920,000円、全国慶應学生会連盟
380,000円、全塾ゼミナール委員会 0円、体育会本部 2,350,000円、文化団体連盟
2,800,000円、四谷自治会 780,000円、芝学友会 1,300,000円、慶援指導部 0円、共済部
0円、慶早戦支援委員会 270,000円、国際関係会 1,600,000円、Student Counselors
131,000円、園遊会実行委員会 0円、オリエンテーション実行委員会 0円、塾生会館運営
委員会 0円、卒業アルバム委員会 0円、三田祭実行委員会 1,450,000円、矢上祭実行委
員会 1,400,000円、四谷祭実行委員会1,080,000円、秋祭実行委員会 0円に決定した。引
当金として選挙管理委員会に2,200,000円。特別会計枠申請額合計は1,110,000円であ
る。以上を踏まえ、交付金合計14,461,000 円、交付金支出総額 17,771,000円、次年度繰
越金 10,136,262円、年度収支 36,63,250円となった。
全塾協議会はこれらを全会一致で可決し、事務局長髙井康佑は本決議を承認した。
(9)2017年三田会結成に際する幹事選任に係る決議
事務局長より、2017年三田会結成に際する幹事選任に係る決議が上程された。事務局
長は三田会の代表幹事は例年全塾協議会が選任し、その他役員人事に関しては代表幹
事に一任していると説明した。2017三田会における代表幹事に髙井康佑が就任した。
全塾協議会はこれを全会一致で可決し、事務局長 髙井康佑は本決議を承認した。

10,連絡事項

(1)次回全塾協議会の日程
事務局長 髙井康佑は、全塾協議会規約第19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28年10月25日に開催することを
決定した。

11,閉会宣言

事務局次長 大西敬也 が閉会を宣し、20:55に閉会した。

